


ごあいさつ ……………………………………………………… 3
特集
　ロコモティブシンドロームと介護予防 ………………………… 5
　脳血管疾患の予防と治療 ……………………………………… 7
　第21回欧州消化器病週間（UEGW 2013）での発表を終えて … 10
寄稿
　こころのケアから始まる意志決定の支援 ……………………… 11
特別企画
　看取りを考える（４）……………………………………………… 14
診療紹介
　外科 ……………………………………………………………… 18
　産婦人科 ………………………………………………………… 21
　皮膚科 …………………………………………………………… 23
地域連携
　診療所紹介 ……………………………………………………… 25
看護
　糖尿病患者へのフットケア ……………………………………… 27
　リンパ浮腫外来の紹介 …………………………………………… 29
薬剤部の紹介
　病棟における薬剤師の活動 ……………………………………… 30
中央検査部の紹介
　中央検査部の紹介………………………………………………… 33
講演・研修
　スピリチュアルケアの研修について ……………………………… 35
　CBM研究会 ……………………………………………………… 38
　市民医療講演会 ………………………………………………… 40
看護部研修会
　看護部教育体制の紹介…………………………………………… 42
チーム医療
　呼吸サポートチームの紹介 ……………………………………… 44
医療相談室
　訪問看護の立場から……………………………………………… 46
　セカンドオピニオンについて……………………………………… 48
栄養相談
　嚥下食の作り方…………………………………………………… 49
病院ボランテｨア
　「キラキラ楽団」ホスピタルコンサート …………………………… 50
　ＡＲＴ　ＧＡＬＬＥＲＹ …………………………………………… 51
募集
　医師奨学生募集・病院ボランティア募集………………………… 52
編集後記 …………………………………………………………… 53
専門分野別担当医一覧

目　　　次

詩　「祈り」岡川祐美子詩集から
絵　「桜の樹に咲いた雪の華」田村蓉子画



祈
り

あ
な
た
が　

望
む
人
の
も
と
に

幸
せ
な
笑
顔
が　

あ
り
ま
す
よ
う
に

あ
な
た
が　

暮
ら
す
街
に

　
あ
た
た
か
い　

人
の
つ
な
が
り
が
あ
り
ま
す
よ
う
に

あ
な
た
が　

大
切
に
す
る
場
所
に

あ
な
た
の　

愛
が
宿
り
ま
す
よ
う
に

岡
川
祐
美
子

　
　

詩
集
「
灯
り
消
す
と
き
」
幻
冬
舎
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
よ
り

「桜の樹に咲いた雪の華」　画：田村蓉子

田村 蓉子　元鳥取市立病院看護部長 岡川祐美子　元鳥取市立病院看護師

2011　山陰豪雪
吹雪のやみまに人々が雪かきに
精を出す様子が描かれている。
鳥取市内若桜街道若桜橋付近
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ごあいさつ
鳥取市立病院　顧問　重政　千秋

　先日（平成25年12月11日付）
の日本海新聞に、「がん以外の患
者の緩和ケアへ－鳥取市立病院
－」、「多職種でチーム」、「在宅復
帰、納得療養へ奮闘」という記事
が掲載されました。これは、まさ
に鳥取市立病院が3～4年前か
ら取り組んできた病院機能向上
の中の1つで、現在の実態を非常
にわかりやすく、また正しく記事
にしてくれていました。また、これ

はあくまでも鳥取市立病院が取り組む高齢者医療においてはまだまだ道半ばです。
　早いもので、私が鳥取市ならびに鳥取市立病院にお招きいただいて2年と9ヵ月が過ぎ
ようとしています。大学在職時代、「内分泌代謝学」を専門としていた私がなぜ「地域医
療」、「高齢者医療」、「総合診療能力」などに興味を持ち、大学退職後に全力を挙げて取り
組んでいるかについて、語っておこうと思い、「ごあいさつ」に代えさせていただきます。
　ご存じのように、平成16年に導入された「新医師臨床研修制度」はそれまで潜在してい
た医師の地域偏在を一気に顕在化させました。この「新医師臨床研修制度」は、臓器別専
門医である前に全人的医療を担う医師育成を大きな目的としておりました。しかし、全国
マッチングなどの制度的な問題から、地方において、地域医療を担う医師を激減させまし
た。平成14年から卒後臨床研修センター長を務めていた立場、また研修医教育の一端を
担っていた教官の一人として、この現実に大きな責任を感じておりました。なぜ学生はこ
の地域に残らないのか？　いろいろな理由がある中で、この地域における医療の魅力を知
らないのではないか？　その発想から、日南病院、智頭病院、江尾診療所など地域医療の
第一線の診療施設への見学を臨床実習に取り入れ、私自身も学生とともにこれらの病院
や診療所が取り組む地域医療の現場に身を置き、日本が迎えている、あるいはこれから迎
えるであろう超高齢社会の医療はどうあるべきかを学びました。そして、平成21年11月
28日に、日本内科学会中国地方会第100回記念事業の一環として、米子市において「地
域医療と医学教育シンポジウム」を企画し、開催致しました。このシンポジウムの中で語ら
れた内容を要約致しますと、「在宅医療を含めた超高齢社会の地域医療の今後のあり
方」、「コメディカル部門とのチーム医療の重要性」、「地域医療実践における行政の役割：
保健医療福祉連携の重要性」、「高齢者医療のみならず地域医療全般における総合診療
能力養成の必要性」などでした。また、これらと合わせてこのシンポジウムの特別講演「沖
縄中部病院の卒後研修の実態」、「千葉大学附属病院における外来総合診療の現状」で
述べられた内容は、今、取り組んでいる鳥取市ならびに鳥取市立病院での私の活動の原
点となっています。
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　鳥取市立病院赴任にあたって、前病院事業管理者 田中先生にお願いしたことは、私自
身も外来診療に参画すること、そして将来、総合診療科を開設させてほしいということで
した。実際に、外来診療を開始してみて思いましたことは、医局が全診療科one floorで

あったこと、内科各医師の総合診療
能力が優秀であったこと、さらに看
護師をはじめとするコメディカル部
門が極めて充実していたことなどを
この身で実感し、総合診療科開設は
必ずや成功するであろうと予感致し
ました。
　1年間の準備期間を経て、平成
24年4月から正式に総合診療科を
開設以後、この予感は的中致しまし
た。内科臓器別専門医の先生方と
の「Win-Win relationship」のもと
に、現在5名の総合診療科医師が参
画し、病院機能は大きく飛躍したと
実感しています。病院総合医として、
日々の診療のレベルアップの努力は
当然としても、私の描く総合診療医

とは在宅医療、介護予防、緩和医療、終末期医療などをベースに超高齢社会において、住
民の質にも注目しながら、住民一人一人に寄り添って支援していく医療活動に関わって
いく「地域総合医」（私が勝手に造った名称です）を目指しています。そのため、鳥取市立病
院の総合診療科は、地域医療総合支援センターの中にある地域ケアセンターに2名の歯
科医師の先生方とともに所属しています。
　平成25年の10月から6階のone floorを「地域ケア病棟」としていただき、「がん」、「非
がん」の緩和医療を含め、新聞記事にも紹介されていましたように、「緩和ケア」、「感染」、
「口腔ケア」、「褥瘡」、「呼吸ケア」、「栄養サポート」、「リハビリ」、「退院支援」などの各チー
ムの皆さんとともに、今後、病院から在宅や施設に移った後も切れ目なくケアを継続でき
る仕組みを地域全体で構築していく努力が求められます。
　もちろん、平成23年11月に鳥取県医療政策課との協議で提示された鳥取市立病院の
役割、①2次救急医療、②がん拠点病院としての癌診療、③成育医療（周産期医療）など
にも職員が安心して取り組めるよう、今後も努力していくつもりです。どうぞよろしくお願
いします。

　　　　　　　　　　　　

総合診療科カンファレンス
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　寿命が延びて来て、病気で亡くなる前に足腰が立たなくなって動けなくなる様な状態になる人が増
えて来ました。さらに核家族化が進み、それらの人たちをお世話するひとが周りに居ないことが社会問
題になっています。その問題を少しでも減らすため、ロコモティブシンドロームの予防（介護予防）が提
唱されています。

１. 平均寿命と健康寿命
　テレビで日本の平均寿命世界1などと報
道されていますが、現在75歳でお元気な方
は90歳以上まで十分寿命があります。そこ
まで元気で歩き、物事の判断ができれば良
いのですが、データによると男性で9年余
り、女性で13年余りは晩年を介護を受けて
生活されているようです（図1）。
　出来るだけ介護を受けない期間すなわち
健康寿命を伸ばすことが個人としても社会
としても必要になっています。

2. 寝たきりの原因
　寝たきりになっている原因は何でしょう
か。平成22年の調査では、1番から順に脳
血管障害の24.1％、認知症20.5％、高齢に
よる衰弱13.1％、関節疾患7.4％、骨折・転
倒9.3％、その他25.5％となっています（図
2）。
　骨関節の運動器に関する原因をまとめる
と、高齢による衰弱から骨折・転倒までで
29.8％となり一番になります。すなわち、頭
はしっかりしていて、動きたい気持ちはある
のに、身体が言う事をきかず動けなくなる
状態の人が全体の3割にのぼります。

3. ロコモティブシンドロームとは
　この様に、運動能力の低下した状態を「ロコモティブシンドローム(略称：ロコモ、和名：運動器症候
群)といいます。正式には「運動器の障害のために移動能力の低下をきたして、要介護になっていたり、
要介護になる危険の高い状態」と定義されています。前述した寝たきりになった人の3割はこのロコモ

ロコモティブシンドロームと
介護予防

特集

診療局長　整形外科
森下　嗣威

図１　平均寿命と健康寿命

図２　要介護となった主な原因の構成割合

特特特特集集集集集
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ティブシンドロームでも重症のかたという事になります。
4. 介護予防とは
　ロコモティブシンドロームの方は、基本的には病気のない方達ですから、ロコモティブシンドローム
にならなければ、いつまでも一人で動ける生活が出来ます。ロコモティブシンドロームを予防して、将来
介護をうけないようにすることが「介護予防」です。介護を受けない事で自分自身も自由で充実した人生
が送れて幸せですが、介護をすることになるご家族もそれぞれの自分の生活が守れて、非常に助かりま
す。
5. 自分はロコモティブシンドロームではありませんか？（ロコチェック）
　自分がどの程度の運動能力があるかを判断する事から始めなければいけません。いろいろな体力測

定の方法があるのですが、スポーツレベル
の体力測定の方法を用いても、ご高齢の方
には到底出来るものではありませんし、その
レベルの測定値は必要ありません。そこで
日本整形外科学会では、図3にお示しする
様に、“ロコチェック”と称したテェック表を
作っています。一つでも当てはなることがあ
れば要注意です。
6. ロコモティブシンドロームを
　予防する（ロコトレ）
　現在、ロコモティブシンドロームでない方

はそれを維持し、さらには向上させて行くとこが大切です。週に2回から3回スポーツに親しむ機会を作
り、体力維持、向上につとめるのが大切です。特に下半身の強化がポイントです。筋力トレーニングをす
る場合でも、そちらのメニューを意識して入れる事が必要です。
　さらに、もう少し体力が低下しておられる方には、もっと基本的な運動を図4、図5でご紹介します。痛
みを我慢してまではやらず、医師に相談することが大切です。

図３

図４ 図５
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血管造影装置

厚生労働省　平成24年人口動態統計月報年計（概数）の概況より

　厚生労働省の平成24年人口動態統計月報年計によれば、日本人の死亡原因として脳卒中は癌、心
疾患についで1985年以降、第3位となり、その後も死亡数・死亡率ともに低下傾向でありましたが、
2011年には肺炎にかわり第4位となりました。しかし、脳卒中は寝たきりになる疾患の第1位であり、
発症率は心筋梗塞の3~10倍となっていることから高齢化社会を迎えている今日では、その予防と治療
が重要であることを指摘しております。

　かつては食生活で塩分摂取が多く、脂質摂取が
少なかったことが指摘され、塩分をひかえるように
なってきておりましたが、最近は徐々に欧米化して
きていることから男性の肥満傾向が進んできてい
るようです。脳卒中の病気のタイプもそれに伴って
変化してきているようで、最近ではどちらかという
と脳出血（脳血管が破綻して脳実質内に出血を起
こして脳組織が破壊される）より脳梗塞（脳血管の
一部が閉塞してそれより先の脳組織に血液および
栄養が行き渡らなくなり、脳組織が破壊される、閉
塞される血管の大きさによって症状が変わってく
る）が増えているようでそのなかでもラクナ梗塞と
いわれる小さい領域の梗塞よりもアテローム血栓
性梗塞が増加してきているようです。さらに脳梗塞
の中でも心原性脳塞栓が最も増加してきています。
心原性とは心臓のリズムが不規則になり、心臓の
中に血栓ができてそれが脳に飛んで血管の一部を
閉塞してしまう状態です。脳細胞はいったん壊れた
ら元に戻らない脆弱な組織ですので、病気がおこ
れば直ちに機能障害に結びついてしまいます。心臓

のリズムが不規則になる不整脈でよくみられるのが心房細動で、多くの場合胸部不快感や動悸、めまい
などの症状を伴います（自覚症状がない場合もあります）。これは男性におおく、加齢とともに増加する
ため高齢化社会である現代では注意が必要です。
　日本脳卒中データバンクに登録されたデータから脳卒中の病型別頻度をみますと、一過性脳虚血発
作（一時的に脳血管の閉塞を伴っても1日以内で再開通して症状も改善するもの、TIA）5.8%、アテ
ローム血栓性梗塞24.1%、ラクナ梗塞22.7%、心原性脳塞栓症19.2%、その他の脳梗塞5.1%、高血
圧性脳出血13.7%、その他の脳出血3.0%、くも膜下出血6.4%とのことです。脳卒中の危険因子として
は、年齢、男性、高血圧、糖尿病、脂質異常、喫煙、心房細動、大量飲酒などがあり、発症予防、再発予防

脳血管疾患の予防と治療

特集

診療部長　脳神経外科
赤塚　啓一

特特特特集集集集集

悪性新生物
28.7％

心疾患
15.8％

肺炎
9.9％

脳血管疾患 9.7％

老衰　4.8％

不慮の事故　3.3％

自殺　2.1％

その他　25.8％
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脳梗塞画像

ともに高血圧のコントロールが最も重要と考えられています。脳卒中は突然起こることが多いので、自
分は大丈夫と思っていても起こる場合もあり、元々生活習慣病を持っている方では普段の管理が悪け
れば起こりやすいだろうと思われます。自分の体を過信せずに普段から体調管理に注意していただきた
いと思います。
　脳卒中を扱う診療科として、神経内科、脳神経外科があります。いずれの科でも脳卒中だけを特化し
てみている訳ではないのですが、救急疾患を扱っている一般病院ではどちらかというと脳卒中に関わる
機会が多いだろうと思われます。脳神経外科では外科的治療を必要とする疾患が対象となりますが、神
経内科が常勤していない場合には脳神経外科が脳卒中全般に対応する様な状況になっていると思わ
れます。

　脳梗塞の治療においては遺伝子組み換え組織プラスミノーゲン
アクチベーター(tPA)が2005年から認可され、発症後3時間以内
での使用が可能となり（最近では4.5時間）発症後搬送される時間
が短ければ閉塞血管の開通ができて症状が軽減できる可能性が
増えてきています。しかし適応条件もあり、それに合わなければ使
用できません。まずは救急搬送が迅速にできるようにすることが大
切だろうと思います。またtPAで血栓溶解が困難であった場合に、
カテーテルを血管に誘導して、直接血栓を破砕回収する技術もで

きる様な状況がありますが、適応のあるすべての患者さんにできるとは限りません。実際高齢者では動
脈硬化が強く、カテーテル自体を病変の近くまで誘導できない、あるいは誘導するまでの時間がかかる
ために、治療をしようとしても梗塞が不可逆状態になっている場合もあり、実際の現場ではジレンマが
あると思います。
　脳出血はかつて死亡率が高い疾患でしたが高血圧治療の普及と食生活の改善などにより劇的に低
下していますが、1980年代以降は横ばい状態です。最近に脳出血患者の46%は高血圧の治療中、
24%は未治療患者から発症しているようですので、高血圧の治療および管理が大切であると思われま
す。出血が大きければ生命予後に影響を与えるため、外科的治療を選択することもありますが、急性期
をしのげれば長期予後は手術をしてもしなくてもあまり変わらないとも言われていますが、高齢者では
長期安静状態を強いられると活動性が低下して二次的機能低下やその他の病気が悪くなって機能的
に生活上の悪影響を及ぼすことがあり、早期から活動性を高めるためには手術をすることも必要にな
る場合があるだろうと思います。
　くも膜下出血は脳卒中のなかでも一筋縄では行かない病気です。我が国では女性に多い傾向があ
り、くも膜下出血全体での死亡率は約10～67%と言われ、くも膜下出血患者の約20%は専門病院で
の治療を受けるに至っていないと言われています。発症時の症状がさまざまで、脳梗塞や脳出血のよう
に最初の時点でおおよそ状態が決定されてしまうものと異なり、治療の途中での症状の変動が起こっ
て後遺症を残してしまうこともあります。予後に関係するのは発症時の意識障害の程度で、出血の程度
が軽ければ意識障害が軽いので、その後の状態にもあまり影響を与えないのだろうと思われます。
　脳動脈瘤破裂が原因であることが多く、その治療も開頭して直接動脈瘤を処置する方法と、血管内



９

中大脳動脈瘤破裂１ 中大脳動脈瘤破裂２

循研：CITEC  臨床情報講座　　CT-Ⅲ　　くも膜下腔と脳脊髄液

クリッピング後

にカテーテルを誘導して動脈瘤内にコイルをつめる血管内治療があり再出血をくい止めることがまず
第一歩です。その後完全には解明されていませんが、出血によって脳血管が刺激を受けて、発症数日か
ら2週間前後の間で血管が細くなってしまう病態が起こります（脳血管攣縮と呼ばれています）。その程
度もその時々によって異なり、ひどい場合には広範な脳梗塞を起こして死亡したりすることもあれば、何
とかしのげれば後遺症を起こさずに済むこともあります。いろいろな治療法がいままでも行われていま
すが、決定的ではありません。発症後の予後に相関するのは、再出血と脳血管攣縮と言われていますの
で、発症して2週間前後の状態がその後も状態を左右すると思われ、この間の治療に重点がおかれてい
ます。
　また、脳血管が存在しているくも膜下腔という場所は脳脊髄液という水が循環しており、出血によっ
てその流れを悪くして水頭症という病態を起こすこともあります。これらのハードルを越えてはじめて状
態が落ち着きますが、後遺症を残さずに社会復帰できるのは全体の2～3割程度といわれています。

　脳卒中といってもいろいろな病態が含まれており、いったん病気になってしまうと患者さん本人だけ
でなく周りの家族の方々に、経済的にも精神的にも大変な負担をかけてしまうことになります。軽症で
あっても、再発がないとは言いきれず、その後も十分注意して生活していただくことが重要です。できる
ことならこれらの病気にならずに元気な状態でいていただきたいと思います。そのためにはやはり、病気
にならないための予防が大切であると思われます。
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　10月12日～16日にドイツのベルリンで第21回欧州消化器病週間 (UEGW 2013)が開催され、当
院での臨床研究結果を発表してまいりました（演題名：Magnificat ion endoscopy with 
acetate-enhancement and narrow-band imaging for predict ing histologic 
characteristics of gastric mucosal neoplasms)。
　胃腫瘍の組織型診断（腺腫・分化型癌・低分化型癌）には、通常内視鏡よりもnarrow-band 
imaging(NBI)を併用した拡大内視鏡観察（NBI拡大観察）が有用であろうと考えられていますが、今
回の発表はNBI拡大観察に1.5%の酢酸を併用すること（酢酸併用NBI拡大観察）で診断精度がさらに
向上するというものです。正確な術前病理診断は治療方針の決定に必要不可欠ですが、胃生検で得ら
れる検体は病変のごく一部であり、胃腫瘍の術前病理診断は術後病理診断と解離することが少なくな
いことが多くの論文で報告されています。生検はあくまで”点の組織診断”で、病変全体の組織診断には
内視鏡検査による”面の診断“が必要であり、現時点では酢酸併用NBI拡大観察が最も有用であろうと
考えています。

　今回は”Poster plus Video”というsession
で発表させていただきました。UEGW全体の最
近の採択率が50-60%、今回のUEGWポスター
発表は1686演題で、そのうち61演題（3.6%）が 
“Poster plus Video”に選出されました。ポス
ターの横にハイビジョンモニターが設置され、5
分間のVideoを用いたpresentationが求めら
れます。準備も発表も大変でしたが、海外の先生
方から幾つか質問も受け、無事に終了することが
できました。

　今回の発表に際して、当院消化器内科・外科・総合診療科・病理部の先生方、島根大学第2内科の木
下芳一先生と石村典久先生、化学療法研究所附属病院の天野祐二先生、内視鏡部看護師、病理部技
師の方々、その他多くの方々に助けて頂きました。また、何よりも今回検討した胃病変の約半分が開業
医の先生方からご紹介いただいたものであり、研究の基盤は開業医の先生からのご紹介があってこそ
成り立っているもので、病診連携による鳥取からの世界へ情報発信と考えております。
　これからも日常診療と情報発信に精進し、鳥取の消化器内視鏡診療のレベルアップを目指してまい
りたいと考えております。今後とも多くの先生方からの御指導を宜しくお願いいたします。

第21回 欧州消化器病週間
（UEGW 2013）での発表を終えて

特集

消化器センター内視鏡室長
柴垣広太郎

特特特特集集集集集
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「口腔ケアはスピリチュアルケア」
　平成25年10月20日に岡山市コンベンション
センターにおいて第16回病院歯科介護研究会
総会・学術研究会が参加者310名にて開催され
ました。「口腔ケアはスピリチュアルケア」をテー
マに超高齢社会において「こころを診る」ことの
必要性を京都ノートルダム女子大学　村田久行
先生が基調講演（図１）で講演されました。歯科
診療現場での認知症患者の非言語的な苦痛を
受取り、開口を拒否する患者への対応をスピリ
チュアルケアアセスメントに基づいて分かりやす

くご講演されました。パネルディスカッションで
は、鳥取市立病院地域ケアセンター中山良子歯
科衛生士が、歯科診療現場での認知症患者への
スピリチュアルケアの実践を紹介され、苦痛の受
取りが身体的な効果のための口腔ケアを行う上
で重要なことを分かりやすく説明されました。歯
科衛生士やケア、リハビリに携わる職種は、「病
気を診る」だけでなく「人を診る」ことによって「こ
ころを診るケア」の最前線の役割を担っているこ
とが紹介されました。症例検討では、昨年の「身

体アセスメント」に続き、「臨床インタビュー」の
視点からスピリチュアルケアを含めた臨床の場
での情報共有が胃瘻を含めた意思決定の支援
に有用であることが紹介されました。

こころのケアと身体のケア
　鳥取県東部地域の医療の問題には、地域住民
の高齢化と、医師や看護師の不足があげられま
す。虚弱な高齢者、あるいは病状が進行して生活
に支障のあるがん患者を支えるには、チーム医
療の考え方と取組みが必要です。鳥取市立病院
では、高齢者への取組みとして院内の10チーム
（地域連携、緩和、栄養サポート、口腔ケア、呼吸
療法、感染対策、褥瘡・排泄、STリハ、PTリハ、
OTリハ）によるチーム医療を2010年から開始
しています。鳥取市立病院　地域ケアセンター
　中山良子歯科衛生士は、パネルディスカッショ
ンで『こころと身体に触れるケアとは　～超高齢
社会でこそ求められている役割～』と題し（図２）
講演されました。その冒頭で、「このような高齢な
患者やがん患者の生活にたずさわっている中で、
ケアとは単に身体のケアを意味するのだろうか？」

こころのケアから始まる
意思決定の支援
こころのケアから始まる
意思決定の支援

図１ 村田久行先生による基調講演

寄 稿

藤田保健衛生大学病院歯科講師
鳥取市立病院　非常勤歯科医師

目黒　道生

図２ パネルディスカッション（右：中山良子歯科衛生士）
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関係性のペイン 

自律性のペイン 

時間性のペイン 

治療効果 
（入院後）家族がいない。 
お見舞いに来てくれない。 

入院前にできていた事ができない。 
看護や介助のお世話になっている。 

病院に居るけど，悪い病気なのかしら。 
長く生きすぎたのかしら。 

医療 

生活支援 

こころを察する 

診察 

こころのケア 

リハビリ 
ケア 

治療の一環 

診療 

身体ケア 

治療中の患者に発生しやすいスピリチュアルペイン 

という疑問を抱いていると述べられ、そのような
患者に対するこころのケアを紹介しました。 
　中山歯科衛生士は、そのような疑問を抱きつ
つあった平成24年に鳥取市立病院で開催され
た村田先生の研修会に参加し、その研修会の講
義・研修をきっかけに日々の高齢者やがん患者
がどのような苦痛を受けとめているのか、という
事に関心をもつようになったと述べられていまし
た。

治療中の患者に発生しやすい
スピリチュアルペイン
　WHO（世界保健機関）は世界的な高齢化傾
向や、「病気や障害と共に生活する」生き方のも
たらす苦痛の深刻化を受けて、その憲章前文の
「健康」の定義の改正案として、「健康とは  
complete なphysical、mental、spiritual そし
てsocial well-beingにおいて dynamic な状
態であり、単に病気あるいは虚弱でないことでは
ない」（アンダーライン部が改正案）と提案してい
ます。
　このスピリチュアルペインに対しては、欧米で
は宗教者が病院内で関わっています。しかし、日
本では医療の現場に宗教のスタッフは配置され
ていない病院が大部分です。そのため、このスピ
リチュアルな苦痛に対し、私たち医療、福祉、保
健に携わる職種が配慮していくことが求められ
つつあります。身体ケアを治療の一環として考え
ると、主治医の先生の診療を受けることによって
治療効果が現れてくる一方で、様々な予期せぬ
ことがおきています。その時に、関係性、自律性あ

るいは時間性の苦痛（ペイン）が生じているかも
しれません。このような自身の存在の意味を失う
ような苦痛（スピリチュアルペイン）を受けとめて
いる患者に対しては特に、身体ケアと同時にここ
ろのケアも我々には求められているのではないで
しょうか。

スピリチュアルケアを通じた
触れるケアとこころのケア
　中山歯科衛生士は、このような身体のケアとこ
ころのケアを入院生活や日常生活の流れの中で
一体に考える事を提案し、その事例を紹介しま
した。会話の内容を村田先生の講義に基づいた
分析を行い、どのような苦痛があるのか、その苦
痛に対してどのようなケアプランを立案するのか
を具体的に提示していました。
　臨床の場面でのケアやリハビリテーョン（以下
リハビリ）とは、患者の身体にふれるケア、あるい
はふれるリハビリを行っています。スピリチュアル
ペインに対する援助的な傾聴を通じて、関係性
の苦痛が改善されることが多くあります。その一
方で、機能改善が叶わなかったとしても、生活に
対する支援をケアやリハビリを行うことによって
生活の質が向上します。患者にとって、生活の質
が向上することは、新たな自律性が生まれること
を意味しているのかもしれません。そのような生
活支援の積み重ねによって、患者自身が自らの
存在の意味に改めて気付き、苦痛緩和に繋がっ
ていく、そのようなケアとリハビリの実践を提案
されていました。超高齢社会では、認知症の方、
がんに罹患した方、そしてがんに罹患した認知
症の方が増えていきます。その時代にこそ、この
ような役割を意識し、言葉として受けとめたり伝
えて言語化して実践することが求められているの
かもしれません。

ケアカンファレンスにおける
スピリチュアルケアの役割
　鳥取市立病院では、このようなケアを通じて

図３　治療中の患者に発生するスピリチュアルペイン
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図４ 意思支援にむけた症例検討

医療や介護の支援を患者だけでなくその家族等
周囲の方へも提供できるよう目指して取組んで
います。身体のケアとこころのケアを通じた取組
みによって、高齢者の終末期における人工栄養
の選択に対しても支援を行うよう取組みを続け
てきました。『胃瘻造設までの意思決定支援』と
題した症例検討のセッションでは、鳥取市立病
院での取組みを症例紹介しました。紹介した取
組みでは、本人のスピリチュアルペインを汲み
取ってカンファレンスで話し合うことによって胃
瘻等の人工栄養を選択せず、在宅療養への支援
をより重視した計画を立てました。その結果、歯
科からの在宅訪問診療を通じて、口からの食事
を続け、繰り返していた誤嚥性肺炎も再発するこ
とがなくなりました。介護をしていた長男は、退
院後の在宅療養から6ヶ月後に自宅での看取り
を決心し、かかりつけ医と共に最後を看取られま
した。

　この症例検討では、学会参加の聴衆が人工栄
養の選択についての意思表示を通じた、聴衆参
加型のセッションとしました。身体所見を中心と
した一般的なカンファレンス内容について看護
師、歯科衛生士、介護支援専門員、外科医師の
立場から議論を行った後に聴衆に対して人工栄
養（胃瘻、静脈栄養などを用い、経口摂取併用も
可）あるいは、経口摂取のみかを問いました。当
初は、聴衆の約６割が人工栄養を、約４割が経
口摂取を選択していました。
　その後の症例呈示では、長男との経口摂取に
対する患者本人の想い、看護職からの食事介助
では、食事量が多い方が良いという価値観に基

づいた食事提供であったため、苦痛を強く感じて
いた事、さらに「息子を生んだ事も覚えていませ
ん」、「だけど、息子がくると分かるのです」「息子
に会いたい」という息子に対する想いをスピリ
チュアルケアの会話の中で表出していた事を提
示しました。
　この会話から、長男の介護を中心とした在宅
療養に結びつけること、栄養摂取は経口摂取で
行うことが、この患者と家族にとっては大切な時
間であり大切な選択なのではないかという議論
がなされました。この会話記録の紹介の後に再
度、聴衆に意見を問うたところ、聴衆の７割が経
口摂取を選択し、人工栄養は約３割になりまし
た。日常のカンファレンスや家族へのインフォー
ムドコンセントの際に、医学的な情報だけでな
く、様々な価値観やエピソードを通じて患者や家
族のQOLやその後の苦痛等を推し量り、方針が
決定されます。その際、本症例で提示したような
スピリチュアルケアを通じた苦痛の表出の情報
も有意義であり、多くの医療職や介護職が重要
な情報と認識している事を再確認することがで
きました。

　このような取組みと経験を踏まえ、鳥取市立
病院においては、身体のケアやリハビリを通じた
患者や家族と共有する時間をより大切にするよ
うになっています。本人の苦痛を減らし、QOLを
高めるには、医療やケア方針を決定する際の情
報が重要です。ケアやリハビリを通じて得られた
患者・家族の様々な価値観や想いを意思決定へ
と繋げられるよう支援するよう取組んでいけたら
と感じました。

図５ 聴衆参加による症例検討
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はじめに
　岡川祐美子さんの詩集「灯り消すとき」のなかに「あなたの
言葉を」という一編がある。言葉を失い、胃ろうにつながれた
老婆の苦しみをうたったものだが、「高齢者の緩和医療」に私
が気付いたのはこの詩を読んだそのときであった。それから５
年、いま私は尾道市向島の老人保健施設で働いているが、最
近ようやくこの詩のタイトル「あなたの言葉を」の意味するこ
とに気付いた。そこで、これから、この詩を理解するのに必要
だった考察を述べてみたい。

１．終末期のさまざま
　2011年10月現在、65歳以上の高齢者は2,975万人、国民の４人に1人が高齢者、2042年には
3,878 万人のピークに達する。要支援・要介護の認定を受けている高齢者は2009年度末で約
484.6万人となり、高齢者本人にとって、家庭と仕事の両立に苦しむ家族にとって、それを援助する
医療・福祉職にとっても、高齢期の生活をどのように過ごすか、支えるか、そして看取りに備えるか、大
きな課題である。
　死亡原因はがんがトップで、心疾患、脳血管疾患と続くが、2011年には肺炎が第3位に上がってい
る。高齢者の死因としては年齢が進むにつれ、がんの比率が低下し、肺炎・老衰の比率が増す。不思議
なことに認知症は死因としては見做されていないようだ。
　高齢者の終末期は機能減退のパターンから4類型に分類されている。すなわち突然死、短期衰退、
長期衰退、長期衰退遷延型で、それぞれ急性疾患・事故、がん、臓器不全、認知症・脳梗塞・虚弱など
が疾患として該当する。
　これらの疾患のうち「がん」の終末期医療については「ターミナルケア」「ホスピスケア」として早くか
ら普及し、近年は緩和医療として「がん対策基本法」の追い風を受けている。だが、「高齢者のがん」に
対する問題意識と取り組みはこれからというところ。2013年11月に開催された日本臨床外科学会
では「高齢者のがん治療」について臓器別に５つのシンポジウムが企画されたが、50題を超える発表
の中に、術後の生活機能、QOLについて、さらには認知症との関連に注目して検討を加えたものはわ
ずかであり、問題意識に乏しい。

２．高齢者認知症の終末期
　2012年の認知症高齢者が推計で305万人に上ると発表した。2002年の149万人から倍増し、
65歳以上人口に占める割合は（日常生活自立度Ⅱ以上）約10％になった。認知症の病期は切れ目な

看取りを見すえた
高齢者終末期の
意思決定について 鳥取市立病院　名誉院長

田中 紀章

看取りを考える⑷特別
企画

（発行　㈱幻冬舎ルネッサンス）
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く、一進一退を繰り返してその全経過は10～15年とされる。記憶障害、認知障害のために家族・隣人
との関係性を失って、問題行動と言われる周辺症状に発展し、これに身体障害が加わると、病院、施
設に移されることになり、再び家庭に戻ることなく長い終末期を施設で過ごす高齢者も多い。
　その終末期はFASTの分類で7のd,e,f（言語、着座、笑うなどの能力の喪失から混迷・昏睡）と定義
され、この期間は数ヶ月～数年と続き、ここが癌の終末期とは異なる。高齢に伴う身体障害は頻発し
てくるので医療とケアの密接な連携が必要である。認知症の50％以上を占めるアルツハイマー病に
おいては、終末期に摂食・嚥下障害をきたし、経口摂取ができなくなり、胃ろうによる人工的水分栄養
補給が実施される場合が多い。
　民間の調査機関によると2008年度の新規造設件数は20万件、交換件数は60万件と報告されて
いる。2010年の全日本病院協会の大規模調査（病院・施設合わせて5383ヶ所）によると、各施設の
胃ろう造設者は、慢性期病院約30％，老健・特養10％弱、訪問看護ステーションを利用する在宅ケ
ア患者は10％強であった。実に恐るべき数字である。

３．胃ろうの適応
　認知症高齢者に対する胃ろう効果とその評価についてはさまざまである。Finucaneらは1999年
胃ろう造設後の平均生存期間7.5ヶ月、63％は1年以内、81.3％は3年以内に死亡、また胃ろうに褥
瘡や肺炎の予防効果はないと報告し、これ以後欧米では胃ろうを含めた経管栄養は実施すべきでな
いという認識が一般化し、例えばヨーロッパのESPENガイドラインでは、中等度の認知症では、栄養
の低下を防止するために時に経管栄養を考慮するが、末期の認知症患者では、経管栄養は推奨され
ないとしている。
　日本の研究では、横田修先生（きのこエスポアール病院）によると、胃ろう造設の効果は認知症の有
無で予後に差はなく、認知症患者の25％は3年以上生存したと報告している。また、PEGドクターズ
ネットワークの「認知症患者の胃ろうガイドラインの作成 ―原疾患、重症度別の適応・不適応、見直
し、中止に関する調査研究―」によると、75％は268日以上、50％は847日以上生存し、生活自立度
改善10.5％ 、経口摂取機能改善18.4％であるが、肺炎は71.7％（777名中557名）で改善したとし
ている。本調査の対象者は要介護Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Mまでが含まれており、必ずしも対象が認知症重症者
に絞り込まれていない。
　このように欧米と日本では胃ろうの成績に違いがあり。またその評価にも差があることが伺われる。
ほかにも多くの報告があるが、これまでのところ無作為比較試験がなされておらず、胃ろう造設に当
たっては、その時点での医学的判断に加えて、さらに二つの配慮が必要である。ひとつには次に述べ
る倫理的配慮であり、もう一つの配慮とは、胃ろう造設の契機となった食事摂取障害から嚥下障害に
至る医療・介護の評価である。
　重度認知症患者が食べられなくなる理由として3つの要因を考えておかなければならない。第一に
高齢者に多いさまざまな合併症、第二に失認、失行などの認知症の中核症状、そして第三が認知症
末期の症状としての嚥下障害である。これらはいずれも食べられなくなる原因であるが、実際の臨床
で残念に思われることは、在宅や施設でのリハビリ、食事介助、口腔ケアをよく評価しないで胃ろう造
設が急がれたケースが多いことである。

４．倫理の視点から
　この問題に対し日本老年医学会は2012年3月、「高齢者ケアの意思決定プロセス に関するガイド
ライン ～人工的水分・栄養補給の導入を中心として～」を発表し、次のように述べている。
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　例えば、認知症終末期の患者への栄養補給について、多くの医療者が胃ろうのような人工栄養を
導入すること、導入しないこと、いずれにも倫理的な問題を感じている。困惑の原因としては、医学的
妥当性が明確でないという点も確かにあるが、長く生きられれば生きられるほうがよいと無条件に言
えるかといったことについての共通理解が定まっていないと思われる。
　そこで、医療・介護・福祉従事者と、患者本人およびその家族や代理人とのコミュニケーションを通
して合意に至るプロセスを提案する。参加者は本人の人生をより豊かにし得る限り、生命はより長く
続いたほうが良いという共通の価値観に基づいて、個別事例ごとに、本人の人生をより豊かにするこ
と、少なくともより悪くしないことを目指して、本人のQOLの保持・向上および生命維持のために、どの
ような介入をする、あるいはしないのがよいかを判断する。人工栄養導入後の減量・中止についても
同様に考える。

　このガイドライン試案に対し、東京都在宅療養推進会議委員　患者家族代表　宮崎　詩子さん
はコメントを寄せ、「では、誰がどの様にして人生の喜びを与えられるのか？」と疑問を投げかけてい
る。

　本人の人生の喜びに関わる人とは、長い人生の中でのかかわりのあった人たちとともに、認知症の
「いま」に関わる家族あるいは介護者であろうか。摂食障害があるとしても、食べることは生命の保持
とともに、生きる喜びである。障害があればこそ、そこに介護の役割がある。充分食べられないとして
も、栄養のことは胃ろうに任せて病院、食事を介した援助者との確かな時間を過ごすことが出来るの
である。それは本人と介護者の共同の働きであり、そのスピリチュアリティーを表現できるのは言葉
を失った患者ではなく介護者である。だから、家族には施設訪問に際しては食事介助に加わって本人
の「いま」を共感してもらいたいし、施設・病院のスタッフはそのように家族を援助してほしいのであ
る。

5．法の視点から
　意思決定プロセス当事者にはそれぞれの背景がある。医療・介護従事者には急性期病院の在院日
数の短縮、地域の摂食・嚥下リハビリテーションの資源不足、受入れ施設の食事介護能力（質および
量）などの問題が圧力となる可能性であり、家族には介護と家庭・仕事の両立が困難となっているで
あろうし、さらには家計の問題もあろう。これらの圧力を避けるためには、本人の事前指示をもとに代
理人の参加を求めることが必要な場合も考えられる。そこで、次にこれらの問題を法的視点から検討
する。

　患者が医療行為を受ける際には、診療契約を締結した後、インフォームド・コンセントに則って、説
明を受けてこれに自発的に同意を与えることが必要である。しかし、本人の意思が不明確な場合に
は、必要な診療を受けることが不可能となる恐れもある。医療現場においては、このような場合、代諾
者から同意を得る旨の運用が為されている。しかし代諾者の同意の法的根拠は明らかになっていな
いのが現状である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　日本弁護士連合会は、2005年５月６日、成年後見制度に関する改善提言を発表し、その「医療同
意と後見人の職務」において、判断能力を喪失した人たちが医療を受けられるようにするため、成年
後見人に対し、医的侵襲を伴う医療行為の同意代行権付与に関する法の整備を提言した。

　医療行為における代諾は、本人に代わって他人が判断するという「代理」というより、本人に判断能
力がある場合、どのように考えたのかという本人の意思決定に関する問題である。本人の考えをよく
知るのは、通常、配偶者や家族であることを考えれば、成年後見人の同意以外に、配偶者や家族の意
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見も尊重すべきである。

　このような法整備も含めた高齢者ケアの意思決定プロセスを考えなければならないのはまさに
「2025年問題」の故であろう。近年、高齢者の一人暮らしの増加が著しく、一人暮らし世帯は約680
万世帯（約37％）に達すると見込まれている。単身世帯の増大とは本人の人生の物語を物語る家族
がいないということであり、本人の価値観や意思を高齢者意思決定プロセスに反映させることが出来
ない事例が増加することになるのである。すでに臓器提供意思表示カードで経験あることだが、自ら
の終末を見すえた準備は難しい。では、いつ、どのようにして「終末期のための事前指示」を準備した
らよいのか。

６．それはエンディングノートから
　「終活」とは「人生の終わりをよりよく締めくくるための準備をし、より良く自分らしく生きていくため
の活動」のことであり、2012年の新語・流行語大賞でトップテンに選出された。具体的には、万が一の
時に備えて、家族へのメッセージや終末期医療の方針、葬儀や墓のこと、保険や財産に関する情報な
どをエンディングノートに書き留める。エンディングノートには、法的な拘束力はなく、あくまでも自分
の覚え書き・希望を伝える１つの補助的な手段である。記載項目には、認知症になって意思表示がで
きなくなった場合の医療・介護についての項目も含まれる。このような市民レベルの運動が先に述べ
た法の整備にも繋がるはずだ。

　「今、エンディングノートが注目されているのは何故なのでしょうか？」行政書士の竹本美恵子さん
はこのように問いかけ、語っている。それは「自分の「気付き」のために重要な役割を果たすものであ
り、・・・今の自分を見つめ直すことに繋がる」と。

おわりに
　白秋から玄冬へと季節が移ろうとき、ひとは風のゆくえにさそわれて歩み始める。その足元の落ち
葉の中に、わたしたちは「小さな秋」を見つける。それは一冊のノート。その表紙には「あなたの言葉
を」と書かれてある。
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診療紹介

診療局長　外科

大石　正博

外科
鏡視下手術とパラダイム・シフト

はじめに
　ここ10年で、外科手術はおおきく変貌しました。想像を超える速さで鏡視下手術が普及し、とくに、大
腸がん、肺がんでは、鏡視下手術が主流となっています。外科に限らず医療の世界では、大きなイノベー
ションがあると、これについていけない医師は淘汰され、自然に世代交代が起きます。このような激動の
時代ですが、当科も時代の流れに取り残されないように、3年ほど前から本格的に鏡視下手術に取り組
んでいます。また、鳥取のような高齢化率の高い地方都市では、高齢者に対する安全で低侵襲な腹腔鏡
手術の導入は急務であり、何より術前と同じADLで退院できることは、癌の根治性と同等と言ってよいく
らい重要と考えています。

鏡視下手術というイノベーション
　しかしながら、当院のように鏡視下手術の専門医（指導医）がいない地域の病院では、鏡視下手術の
導入にあたり、多くの障害がありました。従来の医局制度では、大学の医局で連綿と培った技術が、大学
から関連病院へと縦方向に伝承されてきました。しかしながら、今回は、鏡視下手術というイノベーショ
ンが急速に起こったため、この縦方向の技術伝承も十分に機能しなかったと思います。高難度で高侵襲
な手術を担当する大学では、低侵襲手術である鏡視下手術の導入が遅れ、専門のスタッフを育成する余
裕はなかったようです。

外科教育のパラダイム・シフト
　それでは、地域の若い外科医は、鏡視下手術の技術をどこで学ぶのか？現在勤務している病院の指導
医から学ぶことはできません。教える方も、したことがない手術を教えることはできません。また、どこの
世界でも一緒ですが、先駆者に対する風当たりは強く、鏡視下手術を始めた若い外科医は冷遇され、同
僚の理解も得られないのも事実です。ではどうやって技術を習得するか？このような不遇の外科医同士
で、学閥や病院や地域を超えたネットワークを作り、情報交換をしながら、技術の習得を図っているよう
です。このような従来の医局と違った独自のコミュニティのなかで、同じ志で繋がれたもの同士が仲良く、
切磋琢磨しているようです。

大腸がん手術
　加藤医師が2010年前、このコミュニティのなかで活動し、技術を習得してきました。実際に行った活
動は以下の5点です。
①学会、研究会および研究会等が主催するセミナー、動物を用いたラボ等への積極的な参加。
②他施設への手術見学（3年間で11施設にのべ28日間）
③指導医に来院していただき手術の指導（岡山大学、大阪大学、岩手医科大学よりのべ23症例）
④ビデオクリニック



19

⑤当院独自の対策として、近隣の施設と協力し外科医
がお互いの施設間を往来することによる症例数の増
加・蓄積、技術、知識の共有等により技術の向上に
努めた。
　これらの取り組みの成果として、当院での腹腔鏡下
大腸切除は年々増加し、2012年は45例、2013年は9
月末まで50例となり、年々増加しています（図１）。
　また、近年では、難易度の高いD3郭清症例、横行結
腸癌も対象としており、結腸切除の80%、直腸切除は
100%が鏡視下の手術となっています（図２、3）。

　症例数は、全国のトップクラスの病院と比較するとま
だまだ少ないですが、この鏡視下手術の割合
(80-100%)は胸を張れる立派な数字で、当院のチー
ムワークの良さを示しています。というのも、鏡視下手
術は時間も人手もかかるので、経営上の理由でトップ
クラスの病院でもやりたくてもできないのが現状です。
その点、当院では麻酔科の先生や手術室スタッフの理
解と協力を得ることができ、多くの手術を鏡視下で行
うことができました。また、侵襲の少ない鏡視下手術に
より術後の入院期間は短縮し、結腸切除では平均11
日となり、従来の開腹手術の半分以下になってきました(図4)。
　これらの成果が評価され、加藤医師が、福岡で2013年11月に開催された第26回日本内視鏡外科学
会総会のパネルディスカッションに選ばれました。

肺がん手術
　また、肺がんの手術では、池田医師が鏡視下手術を2013年4月より行っています。当科では、胸腔鏡
補助下手術（小開胸VATS、hybrid VATS）を散発的に行っていましたが、今回当院で導入したのは完
全鏡視下手術(complete VATS, pure VATS)という方法で、3cm以下の操作孔を3,4か所あけ、モニ

図１

図２ 図３

図４

当院における腹腔鏡下結腸切除術の割合 当院における腹腔鏡下直腸切除術の割合

結腸手術後在院日数

当院における腹腔鏡下大腸切除術の件数
直腸 結腸直腸 結腸

開腹 腹腔鏡下

腹腔鏡下 開腹開腹腹腔鏡下
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ター視のみで行います。導入にあたり、2000例以上の手術実績のある姫路医療センターで研修を行い、
2013年4月より、この姫路式VATSを行っています。まだ、症例は11例と少ないですが、創部痛の軽減、
入院期間の短縮などの結果が得られているようです。これから、症例を増やしていき、その成果を発表で
きるようになればと思います。

NEXT
　胃癌治療ガイドラインでは、腹腔鏡下胃切除術は、安全性や長期予後に関する確たるエビデンスはな
く、早期胃癌に対する研究的治療と位置づけられています。当院でも、ガイドラインに従って、D1郭清の適
応となる早期胃癌に対して鏡視下手術を行っています。現在、進行胃癌に対する多施設臨床試験
（JLSSG0901）が進行していますが、近い将来、この結果が開錠され、鏡視下手術の有効性が示されれ
ば、D2症例も鏡視下手術の適応となると予想されます。その時に備えて、この臨床試験に参加された岡山
大学の西崎正彦先生に来院していただき、直に技術指導を受けることで、D2郭清にも対応できるような
より精度の高い技能の取得を目指しています。

終わりに
　最後になりましたが、岩手医科大学、国立がん研究センター東病院、虎の門病院、がん研有明病院、
北里大学、京都府立医大、大阪大学、姫路医療センター、岡山大学、岡山済生会病院、福山市民病院、高
知医療センター、広島市民病院、大分大学の先生方、我々の手術見学を快諾していただき、丁寧に指導
していただき、あるときは美味しい酒と旨い肴をご馳走していただき、本当にありがとうございました。こ
の場をお借りして御礼申し上げます。

診療紹介
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診療部長　産婦人科
長治　　誠

産婦人科

　人のライフサイクルは新生児期、小児期、思春期、成熟期、更年期、老年期に分けられます。女性の場
合、思春期になり性ホルモンの作用によって第2次性徴が出現すると、徐々に皮下脂肪が増し丸みを帯
びた体つきになり、初経がはじまります。やがて性周期が確立すると妊娠が可能となります。更年期にな
ると女性ホルモンの急激な低下によって、さまざまな疾患を引き起こします。産婦人科は思春期より老年
期まで女性のライフサイクルに密接に関係する診療科です。
　産婦人科診療は、周産期医学（産科）、婦人科腫瘍学、生殖・内分泌医学（不妊症・不育症）、更年期医
学の4つの分野に分けられます。それぞれに専門的な知識が必要となりますが、いずれも扱う臓器は同じ
であり4つの分野を統合的に診療できる幅広い知識と技能が必要となります。当院における各分野の取
り組みについてご紹介いたします。

1） 周産期医学
　当院は総合病院ということもあり、正常な妊娠分娩はもとより、さまざまな合併症をお持ちの妊婦さん
が来院されます。産婦人科医師やスタッフをはじめ、小児科医、内科医などとも協力し、安心・安全なマタ
ニティライフを過ごせることができるように心がけています。また、当院は鳥取市の助産施設として鳥取
赤十字病院と共に指定されています。しかしNICUは併設されていないため状況に応じては母体搬送・
新生児搬送をさせていただく場合があります。
　当科を受診される妊婦さんは妊娠中からスタッフと話し合いを持ち、個人個人に合ったバースプラン
を立て、日々の生活の仕方や様々な不安など、時にはケースワーカーを交え色 と々アドバイスを行ってい
ます。
　平成23年10月からは妊婦さんが満足できるマタニティライフが送れ、自分らしいお産をめざしていく
ために、助産師が中心となり妊婦健診や保健指導を行う助産師による外来、助産師外来を完全予約制
で開設しました。現在は水曜日をのぞき毎日行っています。また、毎月第1金曜日には資格を持った助産
師によるマタニティビクスも行っています。

2） 婦人科腫瘍学
　良性腫瘍はもちろんのこと悪性腫瘍に対しても積極的に治療を行っています。



22

　子宮筋腫や良性卵巣腫瘍などに対してはさまざまな治療法を提案し、最良の治療となるよう心がけて
います。新しい過多月経の治療としてマイクロ波子宮内膜アブレーションを導入しました。これにより過
多月経で悩む患者さんのうち、約１万人が子宮摘出を回避できるといわれています。
　子宮頚がん、子宮体がん、卵巣がんの悪性腫瘍に対しては日本婦人科腫瘍学会より示されているガイ
ドラインに基づいた診療を行っています。手術だけではなく化学療法（抗がん剤治療）、放射線治療（体
外照射・腔内照射）も積極的に行っています。腔内照射装置は、県内では鳥取大学医学部付属病院と当
院にしか導入されておらず、治療対象の方を近隣医療機関よりご紹介いただき治療しています。
　また、婦人科悪性腫瘍研究機構（JGOG）の登録参加施設として県内では鳥取大学医学部付属病院、
鳥取県立中央病院と共に認定されており、婦人科悪腫瘍に対する最適な化学療法の確立と普及のため
に国内ならびに海外の医療機関と共に多施設共同研究を行っています。

3） 生殖・内分泌医学
　産婦人科を訪れる不妊カップルの中で、男性側に原因があるケースが約1/3、一方、女性側に何らか
の原因が考えられるのは全体の約1/3と考えられます。結婚したカップルが妊娠できないのには必ず何
らかの原因がありますが、現在行われている不妊の一般的医学的検査でその原因がはっきりしない原
因が約1/3 あります。まず、原因検索を行い治療して行くことが大切です。当科では、積極的に体外受精、
顕微受精を行っています。また、不妊症看護認定看護師による不妊相談も行っ
ています。
　妊娠は成立するけれど、流産や死産を繰り返して結果的に子どもがもてない
場合を不育症といいます。原因には抗リン脂質抗体陽性や、夫婦どちらかの染
色体異常、子宮奇形、胎児染色体異常などがあげられますが、原因不明な場合
が約半数を占めています。心配や不安をお持ちの方は一度ご相談ください。

4） 更年期医学
　女性のからだは卵巣から分泌される女性ホルモンによって、心身ともに大きな影響を受けています。女
性ホルモンには、卵胞ホルモン（エストロゲン）と黄体ホルモン（プロゲステロン）の2種類があり、互いに
バランスをとり合いながら働いています。女性ホルモンは子宮や乳房を発達させ、月経や排卵を起こす作
用があります。しかし、30歳代から40歳代になると徐々に卵巣から分泌されるエストロゲンが減少し、更
年期（45歳～55歳）になると減少が顕著となり、やがて閉経をむかえます。この時期に、身体や心の不調
（のぼせ、いらいら、不眠など）が現れます。この症状には個人差があり、日常生活に差し支える場合もあ
ります。治療法も様々で、ホルモン補充療法や漢方薬などの代替療法、自律神経治療薬などがあります。
個人個人に合った治療を行っています。
　多少意味合いは違いますが、ゆりかごから墓
場まで、といった言葉があります。しかし現在の
産婦人科医療に求められるものは、生命の神秘
である命を得る前から、人生の総仕上げである
命を全うするまで、幅の広い対応が求められてい
ます。少しでも皆様の役に立てるようスタッフ一
同努力していきたいと思います。

診療紹介
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たい  じょう  ほう   しん

水痘ワクチンによる帯状疱疹
の予防接種について 診療部長　皮膚科

増地　 裕

皮膚科

　幼少時に水痘（水ぼうそう）にかかった人は、その後数十年間にわたって首や背中の神経節に「水痘・
帯状疱疹ウイルス」が潜伏感染しています。加齢に伴いウイルスに対する免疫力が次第に低下し、一生で
６人に１人は帯状疱疹を発症するといわれています。

　顔や体・手足の片則に痛みを伴う発赤と水ぶくれが集まって分布し、肺炎や抗がん剤の治療中に発症
する方もしばしばみられます。
　治療は抗ウイルス剤の高価な飲み薬の処方や点滴を行いますが、皮膚がただれたり眠れないほどの
強い痛みのため入院が必要なケースもあります。また後遺症としてしびれるような神経痛が残ることが
あり、局所麻酔薬による神経ブロックなどが行われますが、効果不十分な例では数ヶ月から数年間にわ
たって痛みに悩まされる方もあります。

1． 使用する目的
　現在日本で子供の水痘の予防接種に使用されているワクチン（生ワクチン）を、壮年から高齢者の人
接種することで帯状疱疹の発症予防を行います。

（図１：帯状疱疹発症年齢グラフ）

（図2：帯状疱疹後神経痛）
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2． 使用する効果
　水痘ワクチンを接種すると水痘・帯状疱疹ウイルスに対する免疫が強化されます。アメリカでの60歳
以上の高齢者約4万人を対象とした大規模な臨床試験で、接種後に帯状疱疹の発症率が約半分に低下
し、発症した人では帯状疱疹の重症度や後遺症の神経痛の発症率がそれぞれ6割ほど低下したことが
明らかになっています。2006年からヨーロッパでは50歳以上、アメリカでは60歳以上の人に「帯状疱
疹ワクチン」を接種することが承認・推奨されています。
　わが国では水痘ワクチンの小児の任意接種率が30％と低く、今後も帯状疱疹の増加が予想される状
況です。日本の水痘ワクチンはアメリカの帯状疱疹ワクチンと比較しても十分な予防効果があると考えら
れており、接種後の副作用も比較的少ないですが「帯状疱疹ワクチン」としては未だ正式には承認されて
いません。当院では院内倫理委員会と感染対策委員会の承認を得て、今年度から帯状疱疹予防目的で
水痘ワクチンを接種しています。
　1回接種すると4年間程度は効果が持続すると考えられています。なお、すでに発症した帯状疱疹や帯
状疱疹後神経痛の治療に対しては効果は期待できません。

3． 使用方法、対象となる方

での帯状疱疹発症予防を目的とします。
　原則として発熱が無く、がん患者の方は手術も終了しているなど全身の症状が安定していて、強い免
疫抑制状態ではない人が対象となります（アメリカの基準では副腎皮質ステロイドであるプレドニゾロ
ン20mgを2週間以上飲んでいる方は接種できないとされます）。
 また白血病やリンパ腫などの血液疾患の方は十分な効果が得られないと予想されるため、接種は推奨
していません。

4． 他の薬剤との相互作用
　①　輸血や免疫グロブリンなどの血液製剤を投与された方は、投与後3ヶ月以上たってからの予防接

種が推奨されています。
　②　インフルエンザなどの不活化ワクチンを接種された方は最低1週間以上開けての予防接種が望

ましいです。
　③　レミケードなど生物学的製剤投与中の方は接種できません。
　帯状疱疹の標準的治療を行っても、治療期間の短縮効果は1－2日間程度と考えられています。予防
接種により約半数の人が発症せず、発症した場合の神経痛も軽減できるということは非常に大きな効果
と思われます。また治療に伴う患者さんの経済的負担を考えると、予防ワクチンの対費用効果は十分に
あると考えられます。
　当院では、以上の説明を行ったうえでその有益性を理解された患者さんを対象に、自費診療で帯状疱
疹の予防接種を行います。費用は1回9000円です。なお予防接種の日は他の治療を受けたり、薬をも
らったりすることはできません。
　ご希望の方は当院皮膚科外来へお問い合わせください。

診療紹介

接種対象　　①60歳以上の人
　　　　　　②50歳以上で糖尿病・膠原病・悪性腫瘍の治療後などで免疫低下のリスクがある人
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　当院は、平成11年10月に宮長に開院
し、14年が経過しました。市立病院から約
１㎞の距離にあり市立病院に最も近い診
療所です。診療所ならではの地域に根ざし
た医療を目指して、子供さんからご高齢の
方まで、ニーズに沿った医療を提供できれ
ばと思っています。
　大学を卒業して30年近くになりますが、
その頃の大学の医局は、臨床では専門が
細分化されておらず、色々な疾患を診るこ
とができました。研究は、それぞれの内科

に専門分野があり、私は循環器がメインの内科に入局しました（最近、降圧剤の臨床研究論文で世間を
お騒がせしてしまいました）。入局後、４年間ほどは、心臓カテーテル検査など循環器系の検査も行って
きましたが、徐々に、消化器にシフトしてきました。
　当院の診療内容は、消化器内科を中心に、一般内科の診療を行い、胃内視鏡（経口・経鼻）、大腸内視
鏡、心臓・腹部超音波などの検査を行っています。大腸内視鏡では、ポリープ切除術も行っており、
10mm以下の小ポリープは当院で切除していますが、それ以上は、病院へ紹介し、切除していただいて
います。訪問診療も行っていますが、なかなか時間が取れず、制限しているのが現状です。
　また、胃がん内視鏡検診に力を入れており、平成24年度は、胃がん検診での内視鏡数は478、胃透視
は6名で、ほとんどの検診を内視鏡で行っています。経鼻内視鏡導入後は、内視鏡検診の数が増加しまし
た。以前、経口内視鏡を受けられ、嘔吐反射で苦しんだ経験のある人も、経鼻内視鏡であれば受容され
ます。年に数名ですが、内視鏡検診で、透視では発見できそうもない早期癌も見つかります。ESD（内視
鏡的粘膜下層剥離術）目的で市立病院に紹介させていただいていますが、自信を持って患者様に市立
病院での治療をお勧めしています。
　昨年８月、厚労省は、８年ぶりに胃がん検診指針を発表しましたが、透視での検診を推奨し、内視鏡検
診は推奨しないとのことです。内視鏡検査で胃がん死亡が減少するというエビデンスが乏しいためのよ
うです。鳥取県発の確固たるデータが発表されることを期待しています。

鳥取市宮長 9-1
TEL  0857-51-7373　FAX  0857-51-7375
（県道八坂線バス停宮長下車）

（医療法人社団こばやし内科：理事長　小林　恭一郎）

こばやし内科こばやし内科

診療所紹介地 域 連 携
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がん地域連携パス連携医療機関として
　平成24年度にがん地域連携パスの運用が始
まって以来、10数名の患者様をがん連携パスに
沿って診療しています。そのほとんどは市立病院
と連携させていただいており、現在までに、10名
の患者様が連携パスに沿って通院されています。
当院から市立病院へ紹介させていただいた患者
様以外にも、新規の患者様をご紹介いただき、大
変感謝しています。内訳は、乳がん1名、大腸がん
４名、肺がん２名、胃がん２名、肝臓がん１名でし
た。病院からは、CT等の検査結果をご報告して
いただいたり、抗がん剤の変更や中止の連絡を
いただき、連携パスの有用性を感じています。
　計画策定病院に情報を提供した場合、がん治療連携指導料300点を算定しますが、果たして、それに
見合う診療情報を病院に提供できているかというと、まだまだ十分とは言えません。さらに、きめ細かい
情報を提供し、病院の先生方の診療に役立つよう努力したいと思っています。

病診連携
　当院通院中の患者様が、知らないうちに市立病院に緊急入院されていることもあり、先生方、スタッフ
の方々には、大変感謝しております。また、受診時・手術時・退院時等に、細やかに診療情報をご報告いた
だき、忙しい日常診療の中で、時間を割いていだいていることに大変申し訳なく思っています。
　地域医療を支えるうえで、訪問診療は、診療所の役割のひとつとして重要なことと思います。現在も訪
問診療を行っていますが、大腸内視鏡や産業医活動のため時間を取られ、制限している状況です。もう
少し、訪問診療に費やす時間を増やし、病院と連携しながら、さらに地域医療に貢献できればと考えてい
ます。

がんパスで使用する患者さん用のカルテ
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診療外来副看護師長
糖尿病療養指導士
森本　幸子

糖尿病患者へのフットケア

看　 護nursing

世界糖尿病デー
　2007年の国民健康・栄養調査によると「糖尿
病が強く疑われる人」は890万人、「糖尿病の可
能性を否定できない人」は1.320万人。日本全
国に予備軍を含めて2.210万人が糖尿病である
と言えます。現在、世界の成人人口の5～6％が
糖尿病を抱えており、アジアでは世界中の糖尿
病患者の半数以上を占めることが予想されてい
ます。
　国連は11月14日を「世界糖尿病デー」に指定
しており、日本においてもこの日を含む1週間を
全国糖尿病週間として糖尿病予防と重症化防
止に向けた啓発活動を推進しています。当院で
も毎年行事を計画しており、昨年は11月11日
（月）9：00～エントランスホールで開催しまし
た。参加人数の内訳は、栄養相談：28名（24年：.
22名、23年：21名）、血糖測定：30名（24年：
20名、23年：19名）血圧測定：30名（24年8名、
23年23名）で、3年間で最も盛況でした。

糖尿病重症化予防のためのフットケア外来
　2008年4月、糖尿病重症化予防のためのフッ
トケアが、糖尿病合併症管理料として診療報酬
算定可能となり、2009年11月より当院でもフッ
トケア外来を開設しました。対象者は、①足潰瘍
の既往・足趾や下肢切断既往患者②閉塞性動

脈硬化症がある③糖尿病神経障害合併のある
方です。担当するのは、糖尿病療養指導士の資
格を持ち、糖尿病重症化予防フットケア研修を
受けた5名の看護師が、交代で第一火曜日と第
三火曜日の月2回行っており、2010年4月から
2013年11月まで延べ人数144人の方に対応
しました。昨年度の平均年齢は71.3歳で、高齢
化傾向にあります。（図１）　

　また、144人中何らかの所見や足病変があっ
た人は140人でした。分類は、乾燥47％、白癬
42％、胼胝・鶏眼（タコ・ウオの目）5％水泡・創傷
2％、巻き爪・外反母趾4％でした。（図２）ケア後
の皮膚科紹介を含めて皮膚科通院中の方は、70
人でした。創傷や水泡形成を認めた人も皮膚科
受診やケアや指導により軽快し治癒されました。

血糖測定の様子

【図1】

【図２】



　フットケア外来の流れは、医師からの依頼を
受け問診と神経学的な検査（アキレス腱反射・圧
力知覚検査・振動覚検査）を実施し生活状況や
セルフケア状態をアセスメントします。その後、炭
酸入浴剤を使用した足浴を行い爪垢除去、爪き
り、保湿ケアや履物指導を行っています。
　問診の中で、栄養指導や眼科　皮膚科受診な
どを必要時は、医師に伝えコメディカルと連携を
とっています。

足病変は、些細な創傷から発生します。
　糖尿病で足の切断に至った方の85％に足潰
瘍があり、その潰瘍の誘因になった第一位は、靴
擦れで69％と報告されています。（2006.8月刊
ナーシング）　

これから
　再診される方は、高齢でケアや指導・処置を
要する足所見を伴っている頻度が高くなるとい
う特徴があります。再診されている方は、視力障
害を伴い手指の細かな動作が困難であるため爪
きりができない方です。サポートパーソンの協力
を得ながら継続して行くことが必要となります。
また、現在は外来の方のみの対応ですが、今後
は入院中の方への対応も考慮しております。個々
の人の足と生活状況を理解し、今後も研鑽を積
んでゆきたいと思います。

フットケアの様子
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診療外来看護師
リンパ浮腫指導技能者

小倉　幸代

リンパ浮腫外来の紹介

はじめに
　リンパ浮腫で悩んでおられる方に少しでもお
役に立ちたいという思いから、2008年にリンパ
浮腫指導技能者養成講座を修了し、翌年2009
年春にリンパ浮腫外来が開設され、リンパ浮腫
指導技能者として外来担当することになりまし
た。毎週金曜日、当院通院中で主治医から紹介
された方を対象に、リンパ浮腫予防指導、複合的
理学療法、症状緩和ケアを行っています。

リンパ浮腫予防指導
　リンパ浮腫の可能性のある術後患者さん、主
に乳がん手術後の患者さんに対して、手術側上
肢のリンパ浮腫予防を目的に手術直後から介入
します。指導内容は、退院後の生活や、趣味やス
ポーツ、仕事内容などを確認した上で、生活状況
にあった予防管理についてのアドバイスです。重
たいものを持ってはダメ、スポーツはダメ、という
指導ではなく、個々の生活状況に沿った指導を
心がけています。例えば、畑仕事が好きな患者さ
んへは、「どうぞ続けてください。ただし、術側に
負荷のかかる行為はなるべく控え、ご家族に手
伝ってもらいましょう。また手袋の着用・手洗い
を徹底し感染防止に努めましょう。」というよう
に、手術前に好んでされていたことは続けられる
ように、併せて注意が必要なことはしっかりと伝
えています。

リンパ浮腫治療
　リンパ浮腫を発症された方へ複合的理学療法
を行います。これは、「スキンケア」「リンパドレ
ナージ」「圧迫療法」「圧迫下での運動」の4つを
合わせたものです。4つのケアが基本ですが、高
齢の方で弾性ストッキング着用が困難な場合も
あります。そんな時は無理せず、患者さんや家族
にリンパドレナージの方法と日常生活の注意点
などを指導し、日常生活に困らない程度の浮腫
を維持することを目標とします。患者が家族と共
同して、自宅でリンパ浮腫の管理ができることを
目標にしてケアを行っています。

症状緩和ケア
　終末期のがん患者さんには、いろいろな症状
が現れます。その一つが足のむくみやだるさで
す。これらに対して、苦痛が少しでも軽くなるよう
にリンパドレナージを行い、またむくんだ足は傷
つきやすいため、スキンケアを施したのちに、安
楽な体位を枕などで工夫することを提案します。
　リンパドレナージによって、患者さんの表情が
和らいだり、ときには寝息をたてて眠られた方も
ありました。後日「夜よく眠れたよ」と笑顔で話し
ていただくと、とても嬉しくやりがいを感じます。
少しでもリラックスしていただける時間が提供で
きるよう、お一人お一人の症状と生活状況に寄
り添いながら、より良質なケアを提供できるよう
今後も精進を続けて行きたいと思います。

リンパマッサージの様子
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■はじめに
　当院薬剤師が、病棟での活動をはじめてか
ら20年以上が経過しました。当初は一部の入
院患者さまへの服薬指導が中心であり、今の
ようなチーム医療の一員として活躍している
状況から考えると、かなり地味であったように
思えます。しかし、その地道な活動を継続した
ことで、病棟で求められることも多様化し、今
では感染関連、医療安全関連、抗がん剤関
連、緩和関連などの場面でも積極的に関わっ
ており、各病棟に薬剤師がいなくてはならな
い存在であると認識されるようになりました。

■薬剤管理指導業務
　現在、８病棟に担当薬剤師を配置し、薬剤
管理指導業務を実施しています。薬剤管理指
導業務は、持参薬の鑑別から始まり、患者さ
まへの薬の説明・副作用の説明、相互作用の
チェック、副作用モニタリング、薬物血中濃度
モニタリング、適正で合理的な薬物治療の提
案、服薬アドヒアランスを良好に維持するた
めの提案、医療スタッフからの相談応需など
多岐にわたっています。

そのため、病棟で従事する時間も長くなり、病
棟の一員である証として、各病棟ナースス

テーション入口に担当薬剤師の名前を掲示し
ており、入院患者さまへも担当者を覚えても
らえるような環境づくりを行っています。

　1日のスケジュールは、午前中は始業直後
から担当病棟へ出向き、退院時服薬指導、持
参薬の鑑別、新規入院患者さまの薬に関わる
情報収集、服薬指導の初回面談などを中心
に行っており、薬剤部内での調剤業務（抗が
ん剤の無菌調製含む）は、病棟担当でない薬
剤師（表１．④その他）のグループが担当して
います。また、午後はグループ内でのローテー
ションで調剤と病棟での業務を交互に担当す
ることで、できるだけ多くの時間、病棟へ行け
る体制を取っています。

病棟における
薬剤師の活動
病棟における
薬剤師の活動

薬剤部の紹介

薬剤の使用方法について医師と意見交換

病棟詰所入り口のネームプレート

表1.グループ表
グループ分け

①グループ
②グループ
③グループ
④その他（管理職含む）

人　　数
3人
3人
3人
5人

※グループ①～③が病棟担当薬剤師のグループ

薬剤部  薬剤業務室長
福田　彰則
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　さらに、病棟での業務の効率化を図る目的
で、昨年5月に各病棟担当薬剤師にPHSを携
帯させるとともに、9月には各病棟に薬剤師専
用の電子診療録端末を配備しました。

■血液培養陽性患者への
　　　　　病棟薬剤師の関与
　昨年5月より、〝血液培養陽性患者への薬
剤師関与の充実を図る〟ということで、新たな
取り組みを始めました。これまでは、血液培養
結果の情報をタイムリーに知ることができず、
どうしても薬剤師の関わりも遅れがちとなっ
ていました。そこで、中央検査部との連携を強
化し、培養結果で陽性が確定した場合、〝電子
カルテの緊急連絡メール〟で速やかに病棟担
当薬剤師へ情報提供する体制を整えました。
　同時に、基礎知識を習得する目的で、一般
細菌検査および培養検査結果の読み方、薬
剤感受性結果からの抗菌薬の選択方法、起
炎菌となる確率が高い細菌とコンタミの原因
となりやすい細菌など、局内で複数回の勉強
会を行うとともに、症例発表などを通して個々
のレベルアップを図っています。
　実際の流れは、緊急連絡メール到着後、血

培結果、臨床症状や腎機能などから、適切な
抗菌薬、投与量、投与間隔が選択されている
かの確認、抗菌薬未投与の場合には、処方提
案を行うとともに、投与後の有効性と副作用
のモニタリングを行います。また、感染対策
チームのラウンドの際、チームメンバーの薬剤
師が、病棟担当薬剤師の対応した患者さまに
ついて、抗菌薬の使用状況および有効性等を
評価し、その情報を主治医、病棟担当薬剤師
へフィードバックするようにしています。

■薬剤ＱＡ管理システムの構築
　病棟業務を効率的に行うためには、薬剤師
間での情報の共有化が重要であることは言う
までもありません。他の医療スタッフからの医
薬品に関わる質問、患者さまからの質問など
には、迅速丁寧に対応していますが、その質
問および回答を紙ベースでしか蓄積しておら
ず、過去の質問などの情報を薬剤師間で有効
活用することができていませんでした。
　今回、医療情報室とともにこれらの情報の
有効利用を目的に、薬剤ＱＡ管理システムを
作成しました。
　運用方法は、薬剤師が受けた質問と回答を
専用の用紙に記載し、参考資料とともにシス
テム管理担当の薬剤師に提出します。次いで、
その薬剤師がシステムに内容を登録すること
でデータが集積されます。
　病棟で医療スタッフ等から質問を受けた場
合、まず、電子診療録端末内の薬剤ＱＡ管理
システムで、過去に同様の質問を受けていな
いかどうかの検索を行い、その中に存在すれ
ば速やかに質問者へ回答することができます。

患者さまへ薬剤の使用方法を説明

薬剤師専用の端末を使って持参薬鑑別書を作成

感染対策チームラウンドの様子
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　検索方法は、画面上のキーワード…①（医
薬品名など）と分類…②（用法、用量、副作用、
安定性、配合変化など）の両方、あるいはどち
らかで検索をかけることで過去の情報…③を
呼び出し、該当する項目…④を選択すると、質
問内容…⑤と回答内容…⑥が表示されます。
　医療スタッフからの相談応需や医薬品情報
の提供は、チーム医療を支えるための重要な
業務の一つと考えます。今回整備したシステム
を活用することで、薬剤師間のみならず、医療
スタッフ間での情報の共有化に努めて行きた
いと考えています。

■病棟薬剤業務実施加算の算定に向けて
　病院薬剤師の新たな業務として、病棟薬剤
業務実施加算（以下、病棟薬剤業務）が平成
24年度の診療報酬に設けられました。しか
し、算定要件など、その実施については少々

ハードルが高く、当院では未だに申請には至っ
ていません。現状で算定に踏み切ることは、各
薬剤師の疲弊を招き、結果的に入院患者さま
へ安心で安全な薬物療法の提供が疎かにな
る危険性もあります。また、病棟薬剤業務を行
うために、今までの薬剤管理指導業務を縮小
するようなことになれば、本末転倒といった感
があります。
　そのため、本年度を病棟薬剤業務準備のた
めの改革の年と位置付け、病棟業務の標準化
および効率化を実現するための具体策の検討
を始めています。そして同時に、マンパワー不
足を解消すべく、薬剤師の増員を予定してい
ます。

■最後に
　平成22年4月、厚生労働省から〝医療ス
タッフの協働・連携によるチーム医療の推進
について〟の通達が出され、その中で薬剤師が
他医療スタッフの負担軽減のために実施すべ
き業務が示されています。これを参考に他ス
タッフのニーズに応えていくことも今後の薬剤
部の課題だと考えています。また、病棟での薬
剤管理指導業務と病棟薬剤業務を両立させ
ることが、より多くの患者さまへ、より安心で
安全な薬物療法の提供を可能にするものと信
じています。

①キーワード

④該当する項目

⑤質問内容 ⑥回答内容

②分類

③検索で呼出
　された情報

看護師の質問に答える

薬剤QＡ管理システム画面
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　臨床検査とは、患者さまの傷病の状態を評価するために診療目的で行われる検査で、さら
に予後の推測、病気の予防に有用です。
　当院の中央検査部は、県内で唯一の「ブランチ形式」を特徴としており、外部の検査セン
ターが検査部門の一部を担当し、院内では専門性を生かした検査部門を担当しています。院
内技師１３名、外部検査センター技師７名の臨床検査技師が２４時間体制の業務を行って
います。院内の専門分野では、細胞検査士（３名）、国際細胞検査士（３名）、腹部超音波検査
士（３名）、体表臓器超音波検査士（２名）、心臓超音波検査士（１名）、エンブリオロジスト（１
名）、救急検査士（１名）、糖尿病療養指導士（１名）などの認定資格を持った技師が検査に
携わっています。
　臨床検査の種類は大きく２つの部門に分けられ、当院では特殊な部門として体外受精を
行っています。

中央検査部技師長
細胞検査士・国際細胞検査士

植嶋　しのぶ

生理機能検査（心電図、脳波、肺活量、筋電図、骨密度など）

生理画像検査（超音波など）

（人工授精、体外受精、顕微授精など）

一般検査（尿検査、便潜血検査、髄液検査など）　　　　　　　　　　　　　

血液検査（血球数検査、血液形態検査、血液凝固検査、骨髄検査など）

生化学・免疫学検査（酵素、脂質、金属成分、感染症、腫瘍マーカーなど）

輸血検査（血液型、交差適合試験など）

１、検体検査部門

２、生体検査部門

３、体外受精部門

微生物検査（細菌・真菌の検出、薬剤感受性など）

病理・細胞診検査（組織診断・術中迅速組織診断のための標本作製、

　　　　子宮頸部・体部、喀痰、尿、体腔液の細胞診スクリーニング）

院内外部委託検査

院内検査

中中
細胞検査士細胞検査査士検査士

中央検査部の紹介
～迅速で正確な
　検査結果を提供します～
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　臨床検査の結果は、検体検査では検査項目ごとに「基準範囲」が設定され判断の目安とな
ります。一方、生体検査では画像や波形を解読し、数値化されたデータを読みます。
　では、検査結果は「基準範囲」の中に入っていれば安心でしょうか。通常、健常者の９５%が
含まれる範囲を基準値としています。したがって健常者の５%は基準範囲をはずれており、疾
病者の何％かも基準範囲に入っています。また、日本人間ドック学会では２０１２年に、「治療
のための基準値ではなく、予防医学の観点から作成した基準値」を提言しています。
　これらの検査結果を迅速に提供することで、病気の診断や治療に役立てていきます。
私たち臨床検査技師は、年に２～３回の適切な外部精度管理・内部精度管理を行い、積極的
に研修会や学会に出向いて新しい情報を得、精度の向上を目指しています。

微生物検査スタッフ

生理機能検査スタッフ

病理・細胞診スタッフ

体外受精スタッフ



スピリチュアルケアの
研修について
スピリチュアルケアの
研修について

講 演 ・ 研 修

診療主任部長
メンタルクリニック
山根　　享
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　43歳の女性で肺癌の患者さんがおられました。脳転移があり、ステージは Ⅳ期です。２歳と5歳の子
どもがいます。がん告知の後、今後の病状への不安から看護師の前で泣きだしてしまうことがあり、精神
的に落ち込んでいるということで、精神科に紹介になりました。
患者さん「これから病気がどうなっていくか心配で心配で。子どもの成長を見届けたいんです。どうしたら
いいんでしょうか？」
　この状況で医師は「１日中　気持ちが落ち込んでいたり、何もやる気がなくなっていませんか？　毎晩
　夜眠れないということはありませんか？」と尋ねました。うつ病かどうかということを確認しようとしたの
です。
患者さん「いいえ　そんなことはありません。 」
医師「うつ病ではありません。　でも適応障害という病気ですから、ソラナックスをいう薬を第一選択とし
て使っていきましょう。」
・・・・・・・・・・
患者さん「あなたは二度と私の前に現れないでください」
　看護記録には、患者さんの不安が強いために精神科に紹介になったが、 「精神科の医師に相談したけ
れども、自分が精神病だと言われて、さらに辛くなった」 と書かれていました。
　まもなく、患者は亡くなってしまいます。
 患者さんに拒否されてしまいました。患者さんを、むしろ傷つけてしまいました。一般的なうつ病の疾患
モデルの考え方が、癌に向き合っている患者の苦悩には通用しないと思い知るとともに無力感、罪悪感が
残りました。

「元気な身体に戻りたいです。先生、なんとか治してください・・・・」と患者さんからこのように声をかけら
れたら、どのように返答しますか？
「もう元の身体に戻ることは医学的に無理です。諦めてください」と冷徹に説明するでしょうか。それとも
「わかりました、私がなんとかしましょう」と安す請け合いをするでしょうか。
「どうして私はこの病気になったのですか？」
「私の生きる意味ってなんですか？」
「なんで私が」という問いかけは、どれほど医学や科学が発達しても答えることの出来ない問いかけです。
安易な励ましがまったく通じない場面でもあります。少しでも力になりたいと願うとしても、なかなか気の
利いた言葉が浮かばなくて、その場に立ち止まることが辛くなるかもしれません。何か励まさなければと
思うかもしれません。なにか話題を変えようと思うかもしれません。考え方を変えさせようと思うかもしれ
ません。相手を思えば思うほど、言葉が浮かばなくなることが多いでしょう。安易な励ましがまったく通じ
ない場面において、励ましではない方法で、理不尽な悩みや苦しみを抱えた患者さん・家族の力になるこ
とは出来るのでしょうか？
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　医師は病態を把握し、診断し、治療すること　すなわちCureを目指すことが本分です。そのために医
学部６年間を始め、臨床研修を長期間にわたり実施します。治る方法に対しての知識ばかりを学びます。
そのため患者さんの癌あるいは異常検査データ、数量化されたもの画像、そういったものには非常に敏
感に感心を持ちます。治る病気であれば、患者さん・家族と積極的に関わることは決して難しくありませ
ん。いくつかのステップを踏みながら、ていねいに治療を展開していけば、病状の改善に期待できるでしょ
う。苦しんでいた患者さんと家族の喜ぶ姿を見ることは医療従事者として言葉では言い表すことの出来な
い喜びです。しかし私たちが関わる患者さんの中には、進行がんであったり、難治性の心不全であったり、
回復が困難な進行性の難病であったりする人がいます。どれほどの最先端の医学をもってしても、すべて
の病気を治すことは出来ません。たとえ生命を保つことが出来ても、重度の障害を抱えてしまうことがあり
ます。外傷による脊髄損傷のため一生を下半身麻痺で過ごさないといけない患者さんがいます。脳梗塞に
よる高次中枢機能障害のため発語や嚥下が困難になり、胃瘻による経管栄養を強いられる患者さんもい
ます。
　先ほどのようなケースで、患者さんの話を聴いてあげましょうとよく言われます。
患者「これから病気がどうなっていくか心配なんです。」
医師「これからのことが心配なんですね。どんな気がかりがおありなんですか？」
患者「やっぱり二人の子どものことですねよ。まだ小さいのに母親がいなくなるなんて、可哀相でしかたあ
　　  りません。もっといっぱい甘えさせてあげたいのに。」　（涙を流す）
医師「そうですか。辛いですね。」（共感する）
患者「わかっていただけますか、ありがとう」

　こんなふうに展開することばかりではありません。
患者「先生、私はどうしたらいいんでしょうか？教えてください！」
専門家としてアドバイスをしなきゃ。でもどうやって・・・・・、立ち往生してしまいます。人は自分で対処出来
ない状況に遭遇すると、嫌な感情が生じ、逃げてしまったり、怒ってしまったりします。さらには無力感を感
じます。一方で自分が自己効力感を得たいという渇望もあり、無理に役に立とうとしてしまいます。結果とし
て患者さんに対して余計なことをやってしまい、最終的には患者さんを傷つけてしまうこともあります。

　先ほどのケースでは患者さんに、もう来ないでと言われてしまいました。
患者さんにとっては、うつ病か適応障害かというのは問題ではなく、この面談は患者さんのニーズを満た
さなかったのです。
「小さな子供を残して、自分は死んでいく。何故、どうして？」
これはスピリチュアルペインというものです。その他にも
「なんで私が癌にならなければいけないんですか」
「こんな想いをするくらいならあの時　死んでいればよかった」
「先生早く楽にしてほしい」
「この苦しみは誰にもわからない」
「家族に迷惑をかけてまで生きてはいられない」
こういった言葉を患者さんは医師や看護師にも言います。

 こういったスピリチュアルペインというのを患者さんは誰かまわず言うわけではありません。相手を選び
ます。この人に言っても大丈夫か、私の話を聞いてくれるか。もし不用意に誰かまわず言ってしまうと、否定
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されたり、あるいはそれに蓋をされたり。無視されたり、あるいはそれに対してもっとこうするべきだと諭さ
れてしまったりします。そうすると、もっと傷ついてしまいます。それが恐ろしいので患者さんは相手をみ
て、選んで表出するのです。だから患者さんが主治医にこういうことを言うときは、覚悟をして、勇気をふり
しぼって言いうのです。何故なら患者さんにとって主治医というのは非常に大事な存在だからです。自分
の今の人生、これからの人生を大きく左右する人だからです。そしてさらに、家族の人生にも影響する中
心の人が主治医だからです。その重要な人を、追い込む、苦しめるつもりで患者さんはこういうことは言い
ません。患者さんに非常に大事な主治医にわざわざスピリチュアルペインを語るということは、解決して
ほしいという依頼ではなく、この想いをわかってほしい、聞いてほしい、という切実な思いと同時に、この先
生ならわかってくれるかなと思って、表出するのだと思われます。
　しかし、治らない病気の患者さんへの接し方は医学教
育のなかではありませんでした。

　私たちは村田久行先生（京都ノートルダム女子大学
大学院　人間分化研究科特任教授）から、スピリチュア
ルケアについての教えを受けました。村田先生は哲学を
ベースに対人援助を研究されています。提示されるスピ
リチュアルケアの理論はきわめて明快でありました。そし
て励ましではない方法で、理不尽な苦しみを抱えた人が
生きる力を取り戻すための援助を、理論的な枠組みのも
とで学びました。能力を持った人のみがおこなえるといった特殊なものではなく、理論に基づいて訓練す
れば誰でも出来るものとして学びました。言葉を失うような場面に遭遇しても、苦しむ患者さんから逃げ
出さずに関わり続けることの出来る、ケアの拠り所であると私は考えます。現場でケアをしていきたいと思
います。

　研修スケジュールですが、初期研修として、３回組まれています。村田先生が鳥取市立病院に来られて
行います。基本は会話記録をとることであり、そこから学びます。中心的技法は｢良い聞き手になるために｣
であり、さらに｢支えを強める為に｣、です。
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46表1　鳥取市立病院のスタッフの研修修了者数

表2　鳥取市立病院を会場にして行った研修の実績数

平成25年度の研修の様子
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平成２５年度 

第２回CBM研究会 雑記
平成２５年度 

第２回CBM研究会 雑記

講 演 ・ 研 修

　平成25年度のCBM研究会は、「福祉と介護」をテーマに年３回の開催が計画されています。この
CBM（Community based medicine）研究会は、地域の特性
を把握し地域の特性に適した医療を提供するために、地域の保
健・医療・福祉に携わる従事者のスキルアップと次世代の地域医
療を担うスタッフの育成を目的に市立病院、智頭病院、岩美病院
が協力して３年前から活動されているもので、通算して第12回目
の今回は、鳥取県東部医師会の後援をいただき11月17日（日）
14：00～16：00に、鳥取市立病院７階食堂“アペティ”を借り、～
ワールド・カフェ形式で地域の医療について語り合いませんか！？
～という副題で開催されました。東部医師会長はじめ診療所の医
師、歯科医師、老健施設や居宅介護事業所、訪問看護ステーショ
ンなど様々な機関から様々な職種、市行政からも地域包括支援セ
ンター、福祉保健部から10名程度の参加、それに市立病院の多職種を加え、総勢40名以上が７階
アペティにぎっしりです。私も含め参加者の中には“ワールド・カフェ”初体験という人も数多いよう
で、まさに“！？”な状態ですが、多機関多職種が一堂に会すだけでも、連携を深めるいい機会である
と再確認です。
　さて、研究会は、エプロン姿の足立誠司カフェマスターの丁寧な説明のもと開始です。

　まず見知らぬ４名ずつに分かれ、隣同士で自己紹介し、聞
いた内容を他の参加者へ他己紹介。自分の発言が相手にどう
伝わっているのかよくわかります・・・。言葉の伝達もスキルの
一つです。
　各テーブルに用意された用紙に“より良い生と死を支える
にはどうしたらよいか”とテーマを記し、思い思いに意見を交
わしつつ用紙に書き加えていきます。カフェですから飲み物を
いただきながら、気軽に“おしゃべり”感覚で会話が弾みます。
普段のグループ討議のような重苦しさはありません。これが
ワールド・カフェのメリットかと感心です。
　途中で１人を残して３人のメンバーが他のテーブルに移動
し、移動した先では前のテーブルで参考になった事などを新
しいテーブルのメンバーに紹介したり、また、紹介されたりし
ながら、再びテーマに沿って語り合い、再度、最初のテーブル
に戻り移動先で得た情報を紹介しあい模造紙に書き込みま

鳥取市保健医療福祉連携課
 課長補佐　橋本　　渉

最初に、カフェマスターから説明

１グループ４人で話し合います
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す。一度のメンバー交替だけで＋12人分の意見に接することに
なりますし、数多くの人と直接交流できるのも、連携を求める
者にとっては好都合です。
　まだまだたくさんの人と語りたいのに、時間はあっという間
に過ぎていきます。最後は、参加者それぞれが最も印象に残っ
た事柄を小さな紙に記入し、ホワイトボードに貼りつけます。い
ろいろな意見を頭の中で整理する時間帯です。カフェマスター
の指名による数名の発言の後、研究会は終了となります。一度

の機会でより多くの人の意見に接し、また直接会話ができ、ワー
ルド・カフェの魅力や価値を感じることができました。
　このような初体験のワールド・カフェ形式での研究会でした
が、肝心な“地域医療と福祉と介護”が住民の“より良い生と死”
を支えるためどうするのかということを、行政の立場からまとめ
てみます。
　高齢者数は増大しており、2025年には団塊の世代が後期高
齢者となります。医療・介護の需要はどんどん増えていきます
が、それを支える財政、医療・介護資源には限りがあります。国
は、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供され、住
み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けること
ができるよう、地域包括ケアシステムの構築を市町村に求めて
います。
　行政の役割としてのキーワードは、「予防」・「在宅」の二つと
考えます。

予防は、ワクチンによる疾病予防、運動・食事・睡眠などに起因する生活習慣病予防、地域や趣味・
スポーツを通じての健康づくり、検診による早期治療などがあげられます。住民自らの健康維持をサ
ポートし、医療費の適正化に向かう必要があります。
　在宅は、地域包括ケアシステムの中で必要不可欠な
要素となります。この在宅の推進には、更に「連携」が重
要なポイントとなります。在宅には、医療との関係が最
後までつきまといます。市立病院のCBM研究会の取組
みのような他機関、他職種との連携強化も医療連携の
一つです。行政としては、地域全体での連携の仕組みづ
くりを平成２７年度からの第６期介護保険事業計画に
掲げ、推進していく必要があります。
　また、在宅で最期を迎えるということに対し、住民の医療とのかかわり方、終末期・死に対する考
え方など、様々な考え方があることも伝えていく必要があると思います。
　連携は、他のフィールド（制度・職種・地域）を理解し、信頼を築いてこそ威力を発揮するものと感
じます。アナログなface to faceな“おしゃべり”こそが連携強化のキーワードの一つかなあと思う
CBM研究会でした。

模造紙の中心にテーマを書き周りに
それぞれの考えを書き加えます。

参加者の最も印象に残った事柄

平成24年度版高齢社会白書より
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講 演 ・ 研 修

『第５回市民医療講演会』　10月19日（土）

　加藤医師（外科医）よる「大腸がんの最新治療」、池田医師（外科医）によ
る「肺がんの外科的治療」の２題で講演を行いました。
 
　加藤医師からは、まず保険診療下で行われる大腸がんの治療について、
手術と化学療法と放射線治療の３本の柱、がん外科の歴史や大腸がん治療
のガイドラインなどについて話されました。さらには、最近主流になっている
腹腔鏡手術の利点としては、切開創が小さい・入院期間の短縮化・体の負

担が少ないなどがあげられ、欠点については、術野の視界確保の困難性・手術の長時間化・体位の
問題など詳しく説明されました。普段ではなかなか見えない手術中の映像を用いて、胃と腸の結合
する映像や内臓脂肪の多い方の術中映像も見せながら、『内臓脂肪の多い方の場合はがんと戦う
前に、まず、内臓脂肪との戦いをしないと』など笑いも交えながら丁寧に説明されました。さらには、
腹腔鏡手術の件数増加や成績などについても話されました。
　
　 池田医師からは、肺がんの診断・ステージ分類の決定方法から外科的
治療に至るまでの流れを説明されました。そこで、肺がんは治りにくいがん
の一つであり、根治させるのは手術ができるかどうかで決まる。ステージ判
定は、手術可能かの判定を行い、がんの大きさだけではなく、転移状況も
踏まえて決定する。また、普段あまり聞けない肺がん手術の歴史を噛み砕
いてわかりやすく説明され、今後は、積極的な縮小手術が行われてくると
の話もありました。大腸がんと同様に鏡視下手術も行われており、当院で
も４月より完全鏡視下手術(complete VATS，pure VATS)を行っています。最後に当院の肺がん
手術治療方針について説明され、その中でがん治療としての質と安全性を損なわないように、病状
や手術方法また呼吸機能などのバランスを見ながら治療していくと言われ、『機会があれば是非相
談をしてください。』と締めくくられました。

市民医療講演会を開催しています市民医療講演会を開催しています

　当院では、一般市民の方を対象とした『市民医療講演会』を平成25年6月より開催しています。こ
れは、市民の皆様の健康づくりを目的に、時節のテーマを中心とした様々な医療情報を当院の医
師・専門の医療スタッフが解りやすく解説しているものです。
　また、会場では、当院地域医療総合支援センター相談員ががん相談や医療費など各種医療相談
にお応えする『医療相談コーナー』や当院の発刊物、各種パンフレットの配布コーナーも開設してい
ます。ぜひご参加ください。
　第５回と第６回の講演会の内容と今後の開催予定をご紹介します。
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『第６回市民医療講演会』　11月30日（土）

　第６回目は、谷水医師（内科医）よる「インフルエンザと肺炎」、横山
医師（小児科医）による「小児に多い呼吸器感染症」の２題で講演を行
いました。
 
　谷水医師からは、インフルエンザとは『全身発熱性ウイルス疾患』であり、
ウイルスの大きさや分類、形などをイラストや写真を用いてわかり易く説明

されました。高齢者・ハイリスク患者は肺炎や種々合併症に、小児は脳炎になりやすく、予防、
早期診断・治療介入が大切だと話されました。また、予防については、標準予防（マスク・うがい・
手洗い・保湿など）やワクチン接種（現在は不活化ワクチン）の推奨を上げられました。治療に
ついては、増殖抑制剤のみで４８時間以内の投与が有効であり、様々な投与経路もあり治療しや
すくなっているが、早期診断・治療が望ましいとも話されました。最後に、インフルエンザと肺炎
については、多くは２次感染の細菌性肺炎であり、ワクチンで予防を推奨している。インフルエン
ザの経過中に二相性発熱した場合は、医療機関に相談をと言われました。
　

　 横山医師からは、子供の特徴を最初に話され、『こどもたちは、みんな
で守ってあげましょう。』といわれました。呼吸器感染症は、上気道（咽頭炎・
扁桃炎・喉頭炎）と下気道（気管支炎・肺炎）に分類され、各々の症状
や原因について、ポイントを強調されながら、わかり易く話されました。子
供に多いインフルエンザとＲＳウイルスについても特徴や症状などを説明さ
れ、呼吸の異常では、通常の子供の状態を把握しておくことの重要性、そ

の時と比較して、呼吸数、呼吸状態や顔色をみて判断することが必要だと言われました。最後に、『小
児の感染症の一番の対策は予防です。』といわれ、締めくくられました。

今後の開催予定

場　所：さざんか会館　５階　大会議室
日　時：2014年1月18日(土)　10:00～11:30
内　容：心筋梗塞について（循環器内科　森谷　尚人）
　　　 脳卒中について（脳神経外科　吉岡　裕樹）

場　所：さざんか会館　５階　大会議室
日　時：2014年2月22日(土)　10:00～11:30
内　容：胃がんリスク健診について（講師：柴垣広太郎）
　　　 受けよう健診　守ろう健康！　～あなたとあなたの大切な人のために～
　　　　　（講師：鳥取市保健医療福祉連携課　保健師、鳥取市健康づくり地区推進員）

場　所：未定
日　時：2014年3月（未定）
内　容：当院における地域医療連携の取り組み（仮題）
　　　　　（講師：総合診療　足立　誠司、歯科　成石　浩司 他）

第
７
回

第
８
回

第
９
回
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はじめに
　鳥取市立病院看護部は、病院理念である
「信頼される病院」「心温まる病院」「楽しく働け
る病院」の精神の下、専門職業人として、生命
の尊厳と権利を守り、社会ニーズに応じた看護
サービスの維持・向上に貢献する能力のある
看護師を育成することを目的に、教育体制を整
えております。
　看護師キャリアパスで示してあるように、ク
リニカルラダーを使用した、4段階の臨床能力
評価を用いて、看護師の育成・支援を行ってい
ます。クリニカルラダーの各段階に応じた院内
研修として、卒後年数別の研修と、教育・指導
力の向上を目指した、キャリア開発研修・リー
ダーシップ研修・プリセプター研修を行ってい
ます。また、専門能力の向上を目指し、感染管
理研修・医療安全研修・救急看護研修・がん看
護研修・褥瘡管理研修・e-ラーニングなどを
行っています。

卒後3年研修発表会
　本項では、平成25年10月に開催された卒
後3年看護師研修会の紹介を行います。この研
修会の目的は、患者・家族を対象に卒後3年看

護師が主体的に看護研究に取り組むことです。
日常的に行っている看護に注目し、その根拠を
明らかにする、看護の効果を検証するなど、看
護研究に取り組んだ成果の発表会を行いまし
た。
　本年度は13名の卒後3年看護師が各々の
テーマで研究に取り組み、発表しました。

　急性期病棟に勤務する看護師は、高齢の緊
急入院する患者の譫妄に着目し、ハンドマッ
サージを用いた譫妄防止の効果を検証しまし
た。看護師が患者に寄り添い、声をかけながら
優しく触れることは、患者の気持ちを落ち着か
せ体や心の緊張をほぐし、穏やかな表情や言
動に繋がりました。
　また、整形外科看護師は人工股関節の手術
を受けた患者の、日常生活への不安の変化に
注目しました。患者へのアンケートによって、手
術後日数を重ねると、不安の内容が当初の漠
然とした不安から、退院後の生活に対する具
体的な不安へ変化することを把握しました。こ
のことで看護師は手術後の時期に応じた患者
の不安を受け止め、関わりを持つことの必要性

看護部教育体制の紹介

看護部副看護部長
間庭　弘美

【発表会の様子】

【クリニカルラダーの臨床能力段階】

看護部副看護部長
西垣　弘子
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を理解できました。研修会を開催することは、
看護研究に取り組んだ卒後3年看護師はもち
ろん、研修の指導者、研修参加したスタッフた
ちへの学びとなりました。研修会で発表された
研究成果は、多くの看護職の実践に役立つと

共に、今後も研究を続けていく材料となるもの
です。今後もますます活発な研究が行えるよ
う、卒後教育を更に充実させていきたいと考え
ています。

これから
　鳥取市立病院看護部は、今回紹介した卒後
3年看護師研修だけでなく、新人研修・卒後2
年看護師研修・中堅看護師研修・リーダー研
修・キャリア開発研修など多数の教育機会を
設けております。
　また、平成25年度は看護管理職のマネージ
メントラダーへの取り組みも始めました。これ
らの研修紹介を行う機会を再びいただけるこ
とを今から楽しみにしております。
　近い将来、鳥取県に新たな看護師養成施設
の設立が予定されています。我々看護部は、今
後も看護師教育に励む事はもちろん、看護学
生の実習教育をさらに充実させて、質の高い看
護を提供できる実践者の育成を目指し、地域
における医療福祉の一層の向上のために努力
を続けてまいります。

１　人工膝関節置換術後患者の持続的関節他動
　　訓練器施行時の疼痛緩和の有効性
　　　～患者の意向に沿った音楽療法～
２　小児科入院患者への安全な末梢静脈留
　　置針管理の検討
３　危機的状況下における患者の家族の
　　ニードに関する実態調査
４　婦人科開腹手術患者の便秘と離床の関係性
５　２型糖尿病に対する自己目標立案と
　　セルフケアへの意識づけの関連性

７　人工股関節全置換術術後の日常生活動作
　　についての不安の変化
８　人工膝関節置換術術後患者の畳からの
　　立ち座り訓練の有効性
９　腹腔鏡下腸切除術後患者の排便障害に対する
　　パンフレット理解度と退院後の対処行動の関係
10　口腔乾燥のある患者に温罨法による
　　唾液分泌促進の効果
11　せん妄発症患者に対するハンドマッサージの効果
12　電話支援による家族のソーシャルサポート
　　に働きかけた特定保健指導の効果
13　脳挫傷後の意識障害患者への両足底を床に接地
　　した状態の車椅子乗車による意識レベルの変化

６　点滴化学療法を受ける患者に対する
　　血管外漏出 no早期発見
　　～セルフケア支援による意識と行動の取得～

【平成25年度卒後3年看護師研究テーマ】

向上のた
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呼吸サポートチーム
（RST：Respiratory Support Team）

　呼吸サポートチーム（RST：Respiratory 
Support Team）は、麻酔科医師・歯科医師・
看護師（救急看護認定看護師・呼吸療法認定
士）・理学療法士・臨床検査技師・放射線科技
師・歯科衛生士・臨床工学士からなる多職種が
集まるチームです。この中のチームには、呼吸療
法認定士が約20名所属しており、患者の呼吸
状態の改善はもとより、全身状態の改善に向け
て支援を行っています。2005年に呼吸療法認
定士の資格を習得していた5名で「呼吸療法
ワーキンググループを結成し、スタッフのレベル
アップのため、呼吸器系に関する研修会の開
催、人工呼吸器操作指導やマニュアルなどを作
成、また呼吸療法認定士受験者への指導など
地道な活動を行ってきました。看護部の呼吸療
法委員会として活動し始めたのは2008年であ
り、2010年より地域支援緩和病床チームの一
員でRSTとして活動しています。

RSTの役割・活動内容
　生物は、「呼吸をする」ということは、生きてい
くうえで必要不可欠な行動のひとつです。しか
し、私達人間は、何らかの呼吸器疾患・脳血管疾
患・心疾患、または外傷などによって時に、効果
的に呼吸することが出来なくなってしまうことが
あります。効果的に呼吸が出来ないと、私たちが
毎日、何気なく行っている日常の動作を行うこと
が困難となってきます。そこで、地域支援緩和病
床チームの多職種メンバーが知識と技術を持ち
寄り、少しでも、入院前の状態に改善できるよう
に支援しています。中でもRSTは、患者さまの呼
吸ケアの向上、および人工呼吸器からの早期離
脱をめざし、助言、教育、安全管理などチームを
通じて実施しています。

呼吸サポートチームの
紹介

チ ー ム 医 療

救急外来副看護師長
呼吸療法認定看護師

田中　聡恵

医師
看護師

緩和ケア
褥瘡ケア

RST
（呼吸ケア）

リハビリ
ＰＴ・ＯT・ST

NST
口腔ケア

患者
家族
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主な活動内容
週1回の呼吸器系疾患患者のラウンドの
実施とカンファレンス

　呼吸器系だけではなく、検査データーなどの
所見をともに、全身状態のチェック）
急性期・人工呼吸器装着者：
月曜日　12：00～
　急性期の患者様や人工呼吸器装着中の患者
さんを回診し、適切な人工呼吸器管理（機器管
理、鎮静、吸痰、ポジション、栄養、口腔ケアなど）
がなされているかをチェックしアドバイスを行っ
ています。また理学療法士が、リハビリテーショ
ンの積極的な早期介入を実施し人工呼吸器の
早期離脱を促進しています。
慢性期・地域緩和病床患者：
火曜日　12：00～
　痰を有効に排除するための有効な体位や、呼
吸筋の筋力低下、関節拘縮を予防するため、
ベッド上での運動などアドバイスを行っていま
す。 時にはNST・褥瘡ケアチームとも連携をとり
ながら、退院後の患者様により良いケアを提供
できるように、家族や施設職員を支援していま
す。

コンサルテーション

　患者様の相談はもちろん、退院に向けての指
導、呼吸訓練など、依頼があれば相談にのり、ケ
アが実践できるように助言を行っています。

教育活動

　職種の専門分野を生かした講義や勉強会を
開催し、知識と実践の両面から呼吸器ケアのレ
ベルアップを図っています。当院では隔月で研修
会を開催、卒後研修の講師、他施設・他病院へ
の呼吸ケアに関する研修会の開催を行っていま
す。

今後の展望
　院内だけでなく、院外での活動をひろげてい
き、地域医療へ力を入れていきたい。
入院患者の病態憎悪や急変の前兆を迅速に覚
知し、遅滞なく適切な介入を行う、早期院内救
急対応チーム（RRT：Rapid  Response 
Team）結成をめざし、RSTの知識・技術のレベ
ルアップを図っていきたい。

新人看護師への講義風景
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　訪問看護とは、看護師が居宅を訪問して主治医の指示や連携により行う看護（療養又は必要な診療
の補助）です。病気や障害があっても医療機器を使用しながらであっても、住まいで暮らせるように療養
生活を支援します。住み慣れた家で、家族に囲まれて思い思いの療養生活を送るという事が在宅療養の
最大の魅力です。そのためには、安心して医療や介護の支援を受け、それを支える家族が無理なく長期
的に介護ができる事が必要です。

　鳥取市立病院では、平成１１年に設置された医療相談室（現地域医療総合支援センター）に訪問看
護部門が併設され、当院医師が主治医である患者への訪問看護を提供しています。

　訪問看護では、現場は自宅となり 『利用者中心の個別性の高い看護』 が求められます。自宅には病院
では当たり前に揃っている医療機器や用具はなく、もちろん医師などの医療スタッフもその場にはいませ
ん。その中で『どう問題を見極め、判断し、看護を実践するのか』が重要となってきます。

　最近では核家族化の進行により、“老々介護”の家
庭や独居の高齢者が増加しており、訪問看護で関
わる患者の平均年齢は高くなっています。また、病
状や医療依存度、生活背景も多種多様で、従事者
の幅広い知識と技術が求められます。私たち訪問看
護師は、利用者や家族に安心して在宅療養を継続
していただくため、知識を習得するべく研修会・講習
会へ参加し日々研鑚しています。

　在宅支援で重要なのは“医療の継続”です。医療依存度の高い患者の場合は、当院の訪問看護のみで
なく、地域の開業医や訪問看護ステーションと連携し、『何かあれば市立病院に相談できる』という体制
を築くことが重要となります。

訪問看護の現場から訪問看護の現場から
地域連携室　訪問看護師

岸本　さとみ
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　私たちは、地域の関係医療機関、福祉・介護機関等と連携し、患者・家族に適切な医療と安心感を提
供することにより、住み慣れた地域で生活していただけるよう日々頑張っています。

スタッフ紹介
地域連携室看護師長　
田中千賀子（右下）
　当院の訪問看護は、退院する患者さまがいつまで
も住み慣れた自宅で自分らしく暮らす事が出来るよ
う「病院と地域の架け橋」の役割を担っています。入
院中から関わる事でケアが継続され患者家族はも
とより、医師看護師もより安心した在宅療養に繋
がっています。

岸本さとみ（右上）　
　私は術後などの急性期病棟、外科病棟、産婦人科病棟を経て支援センターに勤務し訪問看護業務に
関わり今年で７年目となりました。ひとりひとりとしっかり向き合い 縁゙ を゙大切にしています。「あんたや
あ待っとったで－。」と言う声を励みにこれからも楽しく働きます。

尾崎　友美（左上）
　昨年の４月に病棟から訪問看護へ異動になりました。患者さんや家族の思い・ライフスタイルに合わ
せ住み慣れた家で安心して過ごせるようにお手伝いしています。訪問看護は多くの知識や技術が必要と
なってくるため日々勉強して頑張っています。

柏木　志保（左下）
　市立病院に就職し支援センターの訪問看護に勤務し始めて１年になります。５時間勤務ですので十分
にお役に立てない事もあるのですが、出来る事を頑張りたいと思っております。

訪問看護サービスの内容
　訪問看護師が患者とその家族と話し合い、当院医師と連絡をとり、看護計画を立てて以下の
看護内容を提供します。
　（１）　病状・全身状態の観察、健康管理
　（２）　清拭・洗髪等清潔の保持、食事及び排泄等日常生活の世話
　（３）　褥瘡の予防・処置
　（４）　機能回復訓練（リハビリテーション）
　（５）　終末期看護（ターミナルケア）及び認知症患者の看護
　（６）　療養生活や介護方法の指導
　（７）　カテーテル・ストーマ等の看護
　（８）　在宅療養に関するご相談や助言
　（９）　介護者のご相談
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セカンドオピニオンとは
　セカンドオピニオンとは、患者さんが納得のいく治療法を選択することができるように、治療の進行状
況、次の段階の治療選択などについて、現在診療を受けている担当医とは別に、違う医療機関の医師に
「第2の意見」を求めることです。別の医師の意見を聞き、治療選択をすることをすることで、より納得して
治療に臨むことができます。
　病状や進行度によっては時間的な余裕がなく、なるべく早期に治療を開始した方が良い場合もあるの
で、セカンドオピニオンの準備は担当医に現在の病状と治療の必要性について確認することから始まり
ます。

まず、現在の担当医の意見（ファーストオピニオン）を大切に
　セカンドオピニオンを利用することで、どれを選んでよいかわからなくなってしまうことのないように、
先ず担当医の意見を十分に理解しておくことが大切です。「自分の病状、進行度、なぜその治療が勧めら
れたのか」などについて理解しないまま、セカンドオピニオンを受けてもかえって混乱してしまいます。

セカンドオピニオンを受ける際の注意事項
･多くが自由診療ですので、保険適用されず、全額自費となります。
・事前に予約が必要となる場合があります。
・本人以外がセカンドオピニオンを受ける場合、本人の承諾が必要となります。
・医療過誤や裁判係争中の事案に関する相談は対象となりません。

セカンドオピニオンについて
知ってください
セカンドオピニオンについて
知ってください がん総合支援センター　支援相談員

廣山　　恵

担当医の診断と治療方針を聞きましょう
　　　　　　　　

セカンドオピニオンを受ける希望先の病院を選択しましょう

セカンドオピニオンを受けたいという希望を担当医に伝えて、紹介状を記入してもらいましょう

希望先の医療機関のセカンドオピニオン外来に申し込みましょう
（多くが予約制で、病院間での連絡で申し込みます）

聞きたいことや自分の希望をあらかじめまとめておいて伝えましょう

セカンドオピニオンを受けたら、担当医に必ず報告して、今後のことを相談しましょう

セカンドオピニオンを受けるときの流れ
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❶ 嚥下食の目指すものと当院の現状
　摂食・嚥下障害者に対する食事、即ち嚥下食のあり方は、誤嚥を予防し、体が必要とする栄養
量を満たし、食を楽しむための要素を備えたものが望ましいです。言い換えれば①安全で(物性
として)、②栄養に富み、③おいしいもの、この3つの条件が満たされることが必要です。当院の嚥
下食は学会の基準を参考にして大まかに5段階（表）で対応していますが、この他にも、極きざ
み、一口大等食形態を個別に対応しています。入院患者は高齢者が多く、刻み食や嚥下食で
オーダーがある高齢者は全体の15％を占めています。その中でも、それぞれの嗜好や禁止食品
も考慮しなければなりません。

❷ 嚥下食の統一化への試み
　入院患者さまが、在宅または後方施設へ帰る場合に入院中の食形態がそのまま継続できる
ことが望ましく、行き先に繋げることが何より重要になります。平成21年に東部病院栄養士会
では、日赤病院の提案で食形態の統一化に向けて情報交換を行った経緯があります。嚥下食の
分類とネーミング、使用増粘剤の一覧表は出来上がりましたが統一するには数々の問題点があ
り、一律したものには至りませんでした。種類が多ければ多いほど細かく対応できるように思え
ますが、逆に厨房内の作業が煩雑になり調理作業の混乱
をまねきます。どの病院も同様の感想でした。
　また、当院の地域に向けた料理講習会も、今年度は「は
じめての嚥下食」をテーマに取り組みました。管理栄養士
の果たすべき役割は大きくなっており、嚥下食の需要は高
まっていると感じました。そのときの写真を掲載します。

❸ 今後の課題
　日本摂食嚥下リハビリテーション学会の「嚥下食ピラミッド」も2013年10月には一部改訂さ
れました。L0(レベルゼロ)の開始食が「ゼリー食」ではなく個人に合わせた「とろみ食」になる等、
より細分化されました。当院の嚥下食を嚥下ピラミッドと一致させるのは難しいですが、今後と
も歯科、リハビリ科、看護部とも連携をとりながら、「見た目で食欲をそそり、舌で押しつぶせる物
性で、まとまりがよく、滑らかさもある。」そんな嚥下食の更なるリニューアルを考えていきたいと
思っています。

栄 養 相 談

鳥取市立病院の嚥下食について

食事名

ミキサー食

訓 練 食

嚥 下 １

嚥 下 ２

嚥 下 ３

ニューシルバー

イナアガーL

ソフィティア

個人に合わせ
ソフティアで調整

20種類の食材をそれぞれ
ミキサーにかけて固める。

つるりんこも使用

１～２品のみ

主菜・副菜をミキサーにかけて
それぞれを固める（型抜きもする）
主菜・副菜を極きざみにして
かたくりあんをかける

商　品　名 増　粘　剤
段 階 的 嚥 下 食 （25.11月現在）

特　　　　徴

アガロリーゼリー
エンジョイ

ゼラチン

寒天

キサンタンガム系
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　10月26日当院エントランスホールにおい
て、『キラキラ楽団』によるホスピタルコンサー
トを行い、50名を超える患者様やご家族の方
が本格的な吹奏楽を堪能しました。
　このコンサートは、当院で療養中の患者様の
「治療の励み・勇気づけ」になればと当院労働
組合青年部が企画したものです。

　キラキラ楽団は、鳥取県東部地区の吹奏楽団で、高校時代に合同演奏のステージで一緒に演奏した
メンバーが社会人になり、もう一度鳥取で音楽をやりたいという思いで1998年に結成された私設音楽
団で、楽団名には、『キラキラしたサウンドをお届けしたい』『キラキラ星の曲のように親しまれる音楽団で
ありたい』という思いが込められているそうです。
　当日は、濱谷（はまたに）楽長をはじめとした14名のメンバーにより、テレビドラマでおなじみの曲から
懐かしの童謡など、多彩な曲を演奏していただきました。曲の合間には楽器紹介のコーナーもあり、参加
者は普段間近で見ることのない楽器を目にし興味深そうに聴き入っておられました。
　患者様のアンコールに応えて演奏された『花は咲く』では、会場から大きな手拍子が鳴り止まず、計６
曲演奏されたコンサートは最後まで大変な盛り上がりとなりました。楽団の名に相応しい、素晴らしい演
奏でした。

病院ボランティア／院内の催し

中央検査部検査技師
（労働組合　青年部長）

山元　拓也
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有田浩子さん　作品展

　１階エントランス内プレイコーナーにて、11月より「有田浩子さん作品展」を開催しています。
　今回の展示は、今年度から募集しているアートギャラリーに第1号として応募いただいた、有田浩子さ
ん（鳥取市在住）の切り絵・クロスステッチの作品展示です。
　作品は「親指姫」、「不思議の国のアリス」「三匹の子ぶた」など、切り絵、クロスステッチの14点。切り
絵・クロスステッチともお一人で作りあげられた作品で、特に切り絵はすべてハサミで切って製作された
力作です。
　「細かい作業で根気と集中力が要りますが、それだけに一つの作品を作りあげた時の喜びはひとしお
です。患者さま、特に子どもさんに少しでも安らぎの気
持ちを届けることができれば幸いです。」とお話しいた
だきました。
　「有田浩子さん作品展」の展示は２月28日（金）まで
行われますので、来院された際はぜひお立ち寄りくだ
さい。

病院ボランティア／院内の催し

ART GALLERY

【親指姫】

【不思議の国のアリス】 【三匹の子ぶた】
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　鳥取市立病院では、医学生の修学を支援するため、医師奨学生を募集しています。
　当院が、今後も地域医療に貢献していくためには更なる医師確保により病院機能を
充実・発展させることが必要であり、将来鳥取市立病院で医師として勤務していただけ
る医学生に奨学金を貸与するものです。
　この奨学金を利用して、鳥取市立病院で医師としての第一歩をスタートしてみませんか。

鳥取市立病院医師奨学生募集

　鳥取市立病院ではボランティアを募集しています。
　ボランティアの皆様の手助けをいただくことにより、患者さまが安心できる温かな雰囲気を病院へ送り
込んでいただければと考えています。
　皆様の温かい心と笑顔を、心よりお待ちしています。

病院ボランティア募集

１.  応募要件
　　①大学の医学を履修する課程（自治医科大学・産業医科大学除く）に在学していること
　　②医師免許取得後、鳥取市立病院で初期臨床研修を行う意思があること
　　③将来鳥取市立病院に常勤医師として勤務する意思があること
　　④卒業後に勤務義務を課せられているような同種類の奨学金や給与を受けていないこと
　　　 （日本学生支援機構の奨学金など、将来の医師としての勤務に制約を設けていない奨学金制度との併給は可能）

２.  奨学金の金額　月額15万円（年額180万円）
３.  貸付期間　貸与決定の日から大学を卒業する日の属する月まで
４.  募集人数及び募集期間
　　○対象学年：１年生　○募集人数：１人　○募集期間：随時（貸与決定者が募集定員になり次第終了します。）
５.  奨学金の返還免除
　　この奨学金は、奨学金の貸与期間に応じて、所定の条件を満たせば、返還が全額免除されます。
　　※返還を免除された際に、免除された奨学金が給与所得とみなされるため、所得税及び住民税が課税されます。

応募資格…健康で趣旨に賛同いただける方なら、資格は特に必要ありません。
応募方法…鳥取市立病院ホームページからダウンロードしてお申し込みください。

活動の概要

事務局総務課　　ＴＥＬ　０８５７－３７－１５２２（代表）お申込
・

お問合せ先

地域連携室　　ＴＥＬ　０８５７－３７－１５２２（代表）お申込
・

お問合せ先

そ の 他

外　　来

活動場所 活動内容 時　　間
●受付のご案内 （主に）

9：00～11：00

（主に）
13：00～16：00病　　棟

●小児・お年寄への音楽、絵本の読み聞かせ
●患者さまの話し相手　

随　　時

随　　時

院外環境 ●フラワーポット等での環境美化

●受付機の操作のお手伝い
●外国語、手話通訳 ●車椅子介助

●図書（絵本）、ＣＤ等の貸し出し

●病院イベント時の患者さまの移動介助
●病院イベント（コンサート等）への出演
その他、こんなこともやってみたらということがありましたら、ご相談ください。
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　玄冬号が多くの人の協力で出来上がりました。
　この本の表紙にひとと地域をケアで包む鳥取市立病院とあります。ケアcareとい
う言葉をよく聞きます。辞書には世話、注意、心配、手入れ、保管、関心事とあります。
医療関係で使っているケアは単に世話という意味なのでしょうか？　ケアという言
葉の一方でキュアcureという言葉があります。
　キュア（治療）とは科学的・医学的技術を使ってがん細胞や疾患などの客観的な
状況を変化させ、人間の病い・老い・死を克服して、あるべき健康な生を取り戻そう
とする行為であり、それによって患者の苦しみを軽くする援助といえます。　
　しかしキュアには限界があります。対してケアは患者の不安や気懸かりを引き受
けたり、患者の安心の為に気遣うことなどを、コミュニケーションを行う中で患者の
主観的な苦しみが和らいだり軽くなったりする援助であるとノートルダム女子大学
の村田久行先生に教わりました。その際どの様な状況になっても見放さない、逃げ
ないということも重要だと述べられています。
　昨年11月に「第37回 日本死の臨床研究会 年次大会」が松江で行われました。
鳥取市立病院もいくばくか運営のお手伝いをさせていただきました。
　2000人もの人が集まり、ケアを真剣に考えていました。どうして他人（患者）に対
する援助を一生懸命できるのでしょうか。それが仕事だからでしょうか。キュアは医
師から患者への垂直関係で一方通行です。しかしケアは患者と同目の高さで想いを
聴き取り、ともに死に学ぶ新しい援助関係であり、それは水平関係です。援助する側
も成長できるものがあるということです。ケアを実施していける集団でありたいと思
います。

編 集 後 記

平成26年１月

　　　　　診療部　主任部長
　　　　　　　  山根　　享

鳥取市立病院広報誌制作事務局編集スタッフ
　　　小嶋  宏・柿ヶ原 真・山本 由美・上田 光徳・濵﨑 卓也

・・・・

・ ・ ・ ・
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各診療科医師の専門領域のご紹介
診
療
科

｠医師名 専門分野 
診
療
科

｠医師名 専門分野 

谷水　將邦 血液、呼吸器 脊椎脊髄外科
久代　昌彦 腎、糖尿病 重症外傷
谷口　英明 消化器（肝、胆、膵） 人工関節外科
柴垣 広太郎｠ 消化器（肝、胆、膵） リウマチ
藤田　　拓 消化器（肝、胆、膵） 内視鏡外科
武田　洋正 呼吸器 、腫瘍内科（肺がん） 膝関節外科

プライマリ・ケア 宇川　　諒 整形外科一般
緩和ケア 清水　健治 不妊症、内分泌
エンド・オブ・ライフケア 長治　　誠 婦人科腫瘍
糖尿病、腎臓、膠原病 早田　　裕 周産期、婦人科腫瘍
神経内科 安藤　まり 産婦人科一般

庄司　啓介 循環器内科 網膜硝子体疾患、黄斑疾患
プライマリ・ケア 緑内障、ぶどう膜炎、斜視弱視、神経眼科
消化器 （網膜硝子体手術／緑内障手術その他）

本田　聡子 プライマリ・ケア 白内障、緑内障、黄斑部疾患、斜視、小児眼科
重政　千秋 内分泌、甲状腺、膠原病 （網膜硝子体手術／緑内障手術その他）

神経内科全般、末梢神経疾患 橘　　理人 眼科一般
不随意運動、ジストニア アトピー性皮膚炎
ボトックス（痙縮、斜頸、眼瞼痙攣など） 熱傷、褥瘡

矢野　英隆 休暇 内藤　洋子 皮膚科悪性腫瘍
早田　俊司 尿路感染症

泌尿器悪性腫瘍
冠動脈インターベンション レーザー手術
カテーテルアブレーション 神経因性膀胱
ペーシング治療、ペースメーカー移植 レーザー手術

田渕　真基 循環器一般 画像診断（CT／MRI／US／核／PET）
内分泌、肥満、糖尿病 インターベンショナルラジオロジー（IVR）
心身症（思春期外来） 放射線治療

木下　朋絵 内分泌、肥満、糖尿病 田邉　芳雄 画像診断（CT／MRI／US／核／PET）
横山　浩己 小児科一般 金田　　祥 画像診断（CT／MRI／US／核／PET）

呼吸器 麻酔・集中治療
消化器（食道・胃・大腸・肝・胆・膵） ペインクリニック、救急、蘇生
消化器（肝・胆・膵） 樋口　智康 麻酔・集中治療、救急、蘇生
緩和ケア 清水　貴志 麻酔・集中治療、救急、蘇生

小寺　正人 乳腺・甲状腺、消化器（胃・大腸） 那須　　敬 麻酔、集中治療
山村　方夫 消化器（食道・胃・大腸） 耳

鼻 稲中　優子 耳鼻咽喉科全般
加藤　　大 消化器（食道・胃・大腸・肝・胆・膵） 病理診断

呼吸器 細胞診断
消化器（食道・胃・大腸） 成石　浩司 歯周・歯内療法学

水野　憲治 消化管（肝・胆・膵・食道・胃・大腸） 口腔ケア、歯周病
脊椎脊髄疾患 医療・ケア支援歯科分野
脳血管障害
脳腫瘍 谷口　英明、柴垣 広太郎、藤田　拓、
脳血管障害 大石　正博、加藤　　大、山村　方夫
脳腫瘍 森下　嗣威、赤塚　啓一
神経内視鏡 大石　正博、足立　誠司

森下　嗣威

長石　純一

門田　弘明

赤塚　啓一

病
理

山根　　享

懸樋　英一

産
婦
人
科

倉繁　拓志

横山　裕介

浅雄　保宏
麻
酔
科

森谷　尚人

久保　克行

小林　計太

松木　　勉

西山　康弘

循
環
器
内
科

小
児
科

蔵増 亜希子

細川　満人

増地　　裕

内
科

総
合
診
療
科

神
経
内
科

メ
ン

タ
ル

放
射
線
科

松岡　孝至

足立　誠司

精神腫瘍科

松岡　孝至

整
形
外
科

眼
科

皮
膚
科

泌
尿
器
科

消化器センター

脊椎脊髄センター
緩和ケアセンター

歯
科

外
科

脳
神
経
外
科 吉岡　裕樹

池田　秀明

大石　正博

山下　　裕

「紹介・検査予約」 TEL（直通）（0857）37-1526　FAX（0857）37-1587　受付時間8：30～17：00
「オープンシステム連絡室」 TEL（直通）（0857）37-1557　FAX（0857）37-1558（24時間受付）　受付時間8：30～17：00



■JR山陰本線・智頭急行・因美線・若桜線をご利用の方
　鳥取駅下車後、駅前バスターミナルよりバス15分
■路線バスをご利用の方
　鳥取駅前バスターミナルから１５分「市立病院」でお降りください。
■お車でお越しの方へ
　国道２９号線、鳥取市立病院前信号をお入りください

URL　  http:// hospital.tottori.tottori.jp
E-mail  hp.tottori @ hospital.tottori.tottori.jp

〒680－8501 鳥取県鳥取市的場１丁目１番地
TEL 0857－37－1522㈹　FAX 0857－37－1553
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【病院概要】

敷地面積

建物概要

付帯施設

病院規模

５１，６００㎡　（建築面積：６，７００㎡　　延床面積：２２，５８５㎡）

構　造：鉄骨鉄筋コンクリート造　　規　模：地下１階・地上６階建（１部７階）

官　舎：医師住宅（３５戸）、看護師宿舎（１０戸）、車庫棟
駐車場：患者用４９１台、救急・夜間用４０台、職員用３０１台

病床数：３４０床
診療科： 内科、メンタルクリニック、神経内科、循環器内科、外科、脳神経外科、
 整形外科、産婦人科、小児科、眼科、皮膚科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、
 放射線科、病理診断科・臨床検査科、リハビリテーション科、麻酔科、
 歯科、総合診療科




