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■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
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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、総合診療科、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

鳥取市立病院
Tottori  Municipal  Hospital

ひとと地域をケアで包む
　　　　　鳥取市立病院

病院理念にある、信頼（confidence）、心温まる（heart-warming）、楽しく（happily;cheerfully）
の頭文字、鳥取（tottori）、病院（hospital）の頭文字「T」「H」「C」を組み合わせてあらわしました。
Tには、連携（tie-up;cooperate）やチーム(team）の意味も込められています。
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内線電話 月 火 水 木 金 Ｎｓ内線 Ｎs　ＰＨＳ
総合診療科

（新患）

１　診 柴　垣 檀　原 　藤　田拓 足　立
（再診） ）療診合総（）器化消（）泌分内（）器化消（

２　診 谷　水 谷　口 武 田 代診医 谷 水
（再診） （血液・呼吸器） （消化器） （呼吸器・肺癌） （血液） （血液・呼吸器）

３　診 武　田 久　代 庄 司 久 代 松 岡
（再診） （呼吸器・肺癌） （腎・代謝） （循環器） （腎・代謝） （神経・腎・代謝・膠原病）

檀 原
（内分泌・代謝）

４　診 松　岡
(再診) （神経・腎・膠原病）

専門外来 重　政 谷　水 久　代 松　岡 武　田
（新患） （内分泌） （血液） （腎・代謝） （神経・腎・膠原病） （呼吸器・肺癌）

2115 大　石 大　石 柴　垣 谷　口 　藤　田拓

2131 松　岡 大学医師 代診医
第1・3 木曜のみ

2131 7113

2132 山　根 山　根 山　根 山　根 山　根 2131 7113
１　診 2121 森　谷 森　谷 田　渕
２　診 田　渕
１　診 2151 山　村 山　下 山　村 大　石 山　下
２　診 2152 加　藤 池　田 池　田 加　藤 水　野
３　診 2153 (水　野) 水　野 小　寺 小　寺 小　寺

2145 赤塚/大学医師 吉　岡 赤　塚 赤　塚 2145
7103

第2.4月曜日大学医師

１診（新患） 2141 森　下 門　田 宇　川 岡　田 交　代
２診（新患） 2142 岡　田 宇　川 宇　川
３診（予約） 2143 宇　川 岡　田 森　下
４診（予約） 2144 門　田

１　診 2191 長　治 早　田裕 清　水健 早　田裕 長　治
２　診 2192 清　水健 長　治 安　藤 長　治 清　水健

３　診 2190 早  田裕 助産師外来 早　田裕 助産師外来 助産師外来
４　診 2194 安　藤

高　橋

9：30～安藤 安　藤
１　診 2175 長　石 木　下 長　石 木　下 長　石
２　診 2176 木　下 横　山 横　山 長石/大学医師 横　山
１　診 2165 高　橋 細　川 細　川 細　川 高　橋
２　診 2166 蔵　増 蔵　増 高　橋 蔵　増

（検　査） 高　橋 蔵　増 細　川
１　診 2171 増　地 増　地 増　地 （交代） 増　地
２　診 2172 本　田 本　田 本　田
１　診 2181 倉  繁 早　田 西  山 交代 （１１：00まで） 早  田
２　診 2182 西　山 倉　繁 早　田 倉　繁
３　診 西　川

2161 野　山
第4火曜のみ

大学医師 2161
7109

（水曜日は受付 10：00まで）
（第4火曜日は予約のみ）

3141 松　木 松　木
（放射線治療）

松　木 橋　本 金　田 3141 7110 予約のみ

ペインクリニック 2147 浅　雄 浅　雄 2147 7111
術前外来 2148 清　水貴 樋　口 清　水貴 那　須 樋　口 2147 7111　予約のみ

検　査 検　査 検 査 検 査 検 査

糖尿病地域連携Pass 禁煙外来 糖尿病地域連携Pass

ペースメーカー外来

（森谷）

乳腺外来(小寺) 専門外来(山村) 乳腺外来(小寺)

リウマチ外来：門田

赤　塚 森　下
１　診 早　田裕 安 藤 長 治
３　診 来外師産助来外師産助

内分泌外来 予防接種 乳児健診 内分泌外来 内分泌外来

循環器外来
(派遣医師）

思春期外来

１　診 細　川 細 川
２　診 蔵　増 高 橋

（検　査） 高　橋 蔵 増
増　地 本　田 交　代

予　約 結石外来（西川） 結石外来（西川）

足　立
第２・４ 月曜のみ

大　石

2210 檀原／長谷川 重政／長谷川 谷水／長谷川 谷水／長谷川 重政／加藤 2210
谷　口 柴　垣 谷　口 柴　垣 谷　口

　藤　田拓 　藤　田拓 　藤　田拓 柴　垣
小　寺 清水佳/檀原

藤田良/檀原
交　代 山　村 懸　樋

外　 　科

7107
助産師外来 予約のみ

2141

予約のみ (月)　PM 2:00 ～4:00
予約のみ (木)  PM 2:00 ～3:00

予約のみ （火）　　　　PM 1:30  ～　3:00
予約のみ　(水・金)　　PM 1:00  ～　4:00

内　　 科

予約のみ　　PM  2:00  ～　4:00

予約のみ　　PM  2:00  ～　4:00

予約のみ　　PM  2:00  ～　3:30

予約のみ　　PM  2:00  ～　4:00

2181

2166

予約のみ（月)  PM 2:00 ～ 3:30
予約のみ（水)  PM 1:00 ～ 4:30
予約のみ（金)  PM 1:30 ～ 4:00

 予約のみ  （月・木・金） ＰＭ1：30～4：30
 予約のみ    （火）   　    ＰＭ2：00～3：00
 予約のみ　  （水）         ＰＭ1：30～3：00

7105
（新患受付 10：00まで）

(水)は　予約のみ

小 児 科

産婦人科

　予約のみ    ＰＭ2：00～4：30　（2、3回/月）
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予約のみ　(木)　　　　 PM  2:00  ～　4:00

2171

7108

予約のみ　　PM  2:00  ～　4:00
第1・2・3水曜のみ

予約のみ　 

　予約のみ    ＰＭ1：00～3：30（第2水曜のみ）　
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「静寂の海」　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

　平成22年秋、山陰海岸ジオ
パークに認定された浦富、城原
海岸。地質、地形の博物館と呼ば
れる変化に富んだこの辺りは最
高透明度25ｍと沖縄の海にも負
けない美しさ。地平線のウルトラ
マリンは浜に近づくにつれ、エメ
ラルドグリーンに変わり、陽に映
えて白く輝く砂浜へと誘う。その
狭間に点在する赤い堆積岩層
は、まるで恐竜のよう。
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市長就任に当たり
　私は、今回の市長選挙で今後４年間の市政
運営に当たらせていただくこととなりました。
　本市は、平成16年の市町村合併から10年と
なり、大きな節目を迎えようとしています。市政
には多くの課題が山積しており、雇用の創造・
創出、地場産業の活性化、医療・福祉・子育て
支援の充実、市庁舎整備を含めた防災・減災

の強化、地域資源の活用と中心市街地や中山
間地域の活性化、財政健全化の推進など、いず
れも待ったなしであります。
　私は「鳥取市を発展させる、飛躍させる」とい
う信念のもと、「いつまでも暮らしたい、だれも
が暮らしたくなる鳥取市」を理念に掲げ、広く市
民の皆さんの声をお聞きし、ともに語り、ともに
歩む市政の実現に向けて、誠心誠意努めてま
いります。

医療専門職の不足問題の解消に向けて
　近年の医療情勢の喫緊な課題として、医師、
看護師をはじめとする専門職の不足の問題が
あります。近隣の大学に頼っていた医師派遣機
能だけでは、地域の医師確保が困難な状況と
理解しています。看護師については、特に夜勤
が必要となる病院での確保が難しいとお聞きし
ています。医療機関固有の問題でなく、地域の
課題として捉え、行政も取り組んでいく必要が
あります。

鳥取市長　深澤　義彦

る糖尿病等生活習慣病の重症化予防などの医
療費適正化の取り組みを、重点的に現在行っ
ております。

予防医療の推進の重要性
　これまでに述べた、医療専門職の不足、高
齢化の進行による患者増・疾病構造の変化、
本市国保の安定した運営に向けての対策とし
て重要なことは、予防できるものは事前に防い
でいき、医療への負担を軽減していくことであ
ると考えています。
　本市の予防施策としては、地域の健康づく
りに対する支援や、国が定める定期予防接種、
高齢者だけでなく就学前の小児にも拡充する
こととしたインフルエンザワクチン予防接種助
成による疾病予防、各種健康診査・がん検診
事業を実施しております。市民自らが行う健康
維持をサポートし、医療の適正利用に向かう
必要があります。
　特に現在、本市が力を入れているのは、健診
率の向上と健診後の保健指導強化による生
活習慣改善です。食事、運動、睡眠など日頃か
らの生活習慣の改善による、高血圧、糖尿病な
どの生活習慣病予防、早期受診による重症化
予防に向け、保健師・管理栄養士が保健指導
に取り組んでおります。

　この保健指導を推し進めるためには、まず
健診の受診者を増やすことが重要であります
ので、本年度からは、国保特定健診の個人負
担無料化を開始したところです。
　また、死亡原因１位である、がんに対しては、
節目年齢の市民へのがん検診無料クーポン事
業を開始し、早期発見・早期治療を目指し、取

組みを強化したところでもあります。

地域包括ケアシステムの構築に向けて
　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。
　医療は、病院完結型から地域完結型へと移
行する必要があり、地域のかかりつけ医から急
性期病院へ、急性期治療の後は回復期、慢性
期へと移行し、再び地域のかかりつけ医での
在宅医療へという、機能分担が推し進められ
ています。

　また、高齢者の医療には、多くの場合、介護
が深く関わってきます。そこで国は、平成27年
度からの第６期介護保険事業計画を「地域包
括ケア計画」と位置づけ、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（住まい・
医療・介護・予防・生活支援を地域住民に一
体的に提供できる仕組み）の構築を、市町村に
求めています。
　地域包括ケアシステムの中でも必要不可欠
な要素であるのが、在宅医療の推進、医療と介
護の連携推進であり、地区医師会と協力し市
町村が主体的に取組むこととされています。
　本市も検討を開始したところであり、関係機
関と連携を図りながら、具体的な事業を考え
ていかなければなりません。また、市民に対し
ても、適切な医療とのかかわり方、治療に対す
る様々な選択肢、考え方があることも伝えてい
く必要があると思います。

さまざまな連携の必要性について
　医療の機能分担による、病々連携、病診連
携がますます重要となってきますし、地域包括
ケアシステムの構築では、各機関同士の連携
や異職種の連携、地域住民との連携など、医
療と介護、地域との連携を推し進めていかな
ければいけません。
　医療行政を遂行する上では、東部医師会と
の連携を引き続き強固にしていかなければな
りません。予防接種、各種健診、学校医、夜間・
休日急患診療所運営などの従来からの取り組
みと合わせ、地域包括ケアシステム構築のよう
な政策的な連携も進めていかなければなりま
せん。
　また、医療・介護を含む住民の生活圏域は、
行政の枠組みを超え、周辺の東部１市４町か
ら新温泉町にまで及んでいます。これら周辺の
町とも連携を進め、地域医療、地域包括ケアシ
ステムを考えていく必要があります。

鳥取市立病院への期待
　本市は、市民の健康保持に必要な医療を提
供することを目的に、市立病院を設置していま
す。
　市民に必要な医療とは何かと言われれば、
健診から高度・急性期医療まで、さらに夜間や
休日の救急医療など様々ですが、先にも述べた
とおり病院完結型の医療は困難な現状となっ
ておりますので、市立病院としての役割を明確
にし、実行していき、市民の信頼を得ることが大
切です。
　市内の急性期病院は、市立病院を含め４病
院あります。県立中央病院が３次医療を中心と
し500床に増床する計画がありますが、１病院
だけでは地域の急性期医療は賄えないと思い
ます。他の３病院も２次医療を中心に地域を支
えていくことが不可欠な状況です。市立病院は、
地域がん診療連携拠点病院でもあり、一部３
次医療も担っています。がん医療を中心とした
地域の急性期医療の維持、向上に期待してお
ります。
　いざという時に安心してかかれる救急体制も
市立病院に求めるものです。軽傷の場合は夜
間・休日急患診療所の運営を東部医師会へ本
市が委託しておりますが、手術や入院が必要な
症例では救急病院の体制整備が不可欠です。
救急告示病院、病院群輪番制病院として、地域
の２次救急医療を担う市立病院の役割は重要
です。

　命の誕生にかかわる周産期医療も、地域の公
立病院として取り組み続ける必要があると感じ
ます。全国的にも医師の不足と合わせて、医師の
診療科偏在という問題があり、産婦人科医も例
外でなく、減少傾向にあると聞いています。地域
の出産を扱う医療機関も減少している現状があ
り、市立病院の果たす役割は非常に大きいもの
と認識しています。

　疾病を早期に発見し、生活習慣改善、早期治
療につなげることも、効率良く医療を行うために
は重要と考えます。健診センターによる健診事
業は、予防の推進、医療の効率化にもつながる
ことから、可能な限り強化し、住民のニーズに応
えていくべきと思います。
　最後に、地域包括ケアシステムの構築に関す
る市立病院への期待です。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という
ことは、患者の身体状況だけでなく、その生活背
景や住まいの環境状況等も診ていく必要が生じ
ます。市立病院が立ち上げた総合診療科は、ま
さにこれからの地域医療のために重要な位置づ
けとなるでしょう。外来診療だけでなく、歯科と
連携した口腔ケアの取り組み、リハビリ・栄養士
など多職種連携の介入による地域ケア病棟の
運営は、国の施策を先取りした先進的取り組み
であると思います。

　また、在宅診療医や家族介護者への後方支
援策、介護職との医療連携研修など地域包括ケ
アシステムに関連する行政事業についても、連携
し実施されることを期待しております。これらの
取り組みの中で、総合診療能力の優れた医師の
養成も、今後進んでいくと思います。地域が必要
とする医師の養成が進み、地域の医師確保にも
好影響となるよう期待しております。
　市立病院は、住民に信頼され、地域になくて
はならない病院であり、日夜問わず頑張っておら
れる職員の皆様に感謝を申し上げるとともに、
開設者である鳥取市長として、必要な支援をし
ていきたいと思っております。

「鳥取市の医療行政」について語る
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　本市では、鳥取市立病院医師奨学金制度に
よる医師の確保、若手医師の養成に主眼を置
いた地域医療の充実・強化を目的に、市保健医
療福祉連携課へ地域医療担当参与（医師）を
配置するなど、医師確保・養成に向けた取り組
みを、市立病院とともに行っております。
　また、看護師、理学療法士等の不足問題につ
いては、鳥取県病院協会東部支部からの専門
学校誘致の陳情採択を受け、検討・協議した結
果、学校法人大阪滋慶学園の誘致進出が決定
しました。平成27年４月開校に向け、既に鳥取
駅前の市有地に校舎は完成し、順調に準備が
進んでいます。看護師等不足解消に向け大きく
前進するとともに、若者の定住による地域活性
化にも寄与するものと実感しております。

高齢化がもたらす医療への影響
　全国的な少子高齢化、人口減少問題は、本
市においても深刻な問題です。本市の65歳以
上を表わす高齢化率は、現在25.3％で４人に
１人が65歳以上となっています。およそ10年後
の2025年には31.8％と３人に１人が65歳以
上という、超高齢社会を迎えることが予想され
ています。
　高齢者は、医療の必要度が高く、高血圧、糖
尿病などの慢性的な生活習慣病や認知症の患
者が増大することが予想されますので、今まで
取り組んできた病院の機能充実による高度・急
性期医療、救急医療の確保だけでは、市民の医
療ニーズを担保することが出来なくなってくる
と考えられます。また、総患者数の増加による、

医療費総額も上昇を続けることが予想される
ため、いかに医療費の上昇率を抑えていくかと
いうことも、重要となってきています。
　また、中山間地域の高齢者にとって、地域に
医療機関があることは安心して生活する上で非
常に重要なことです。本市では、中山間地域の無
医地区解消のため、佐治町国民健康保険診療
所（医科・歯科）を設置し運営しております。

国民健康保険の保険者として
　市町村は、保険者として国民健康保険（国
保）の運営をしている側面もあります。本市が運
営している国保の状況は、医療の高度化や急
速な高齢化の進行によって、年々増加する医療
費と、長期低迷する経済情勢の影響による保
険料収入の減少など、厳しい財政運営となって
います。
　本市国保事業の運営にあたっては、保険料
収納率の確保・向上、医療費の適正化、保健事
業の充実を軸とし健全化に努めてきましたが、
平成21年度からは赤字決算となり、平成22年
度から２年連続で保険料率の増額改定を余儀
なくされました。このような中で、徴収体制の強
化による保険料収入の確保などに努め、平成
23年度からようやく黒字へ転換したところであ
ります。

　医療費の上昇を抑えるための対策による、将
来にわたっての安定した事業運営ができる基
盤づくりとして、ジェネリック医薬品の利用勧奨
や特定健診・特定保健指導の実施率向上によ
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市長就任に当たり
　私は、今回の市長選挙で今後４年間の市政
運営に当たらせていただくこととなりました。
　本市は、平成16年の市町村合併から10年と
なり、大きな節目を迎えようとしています。市政
には多くの課題が山積しており、雇用の創造・
創出、地場産業の活性化、医療・福祉・子育て
支援の充実、市庁舎整備を含めた防災・減災

の強化、地域資源の活用と中心市街地や中山
間地域の活性化、財政健全化の推進など、いず
れも待ったなしであります。
　私は「鳥取市を発展させる、飛躍させる」とい
う信念のもと、「いつまでも暮らしたい、だれも
が暮らしたくなる鳥取市」を理念に掲げ、広く市
民の皆さんの声をお聞きし、ともに語り、ともに
歩む市政の実現に向けて、誠心誠意努めてま
いります。

医療専門職の不足問題の解消に向けて
　近年の医療情勢の喫緊な課題として、医師、
看護師をはじめとする専門職の不足の問題が
あります。近隣の大学に頼っていた医師派遣機
能だけでは、地域の医師確保が困難な状況と
理解しています。看護師については、特に夜勤
が必要となる病院での確保が難しいとお聞きし
ています。医療機関固有の問題でなく、地域の
課題として捉え、行政も取り組んでいく必要が
あります。

る糖尿病等生活習慣病の重症化予防などの医
療費適正化の取り組みを、重点的に現在行っ
ております。

予防医療の推進の重要性
　これまでに述べた、医療専門職の不足、高
齢化の進行による患者増・疾病構造の変化、
本市国保の安定した運営に向けての対策とし
て重要なことは、予防できるものは事前に防い
でいき、医療への負担を軽減していくことであ
ると考えています。
　本市の予防施策としては、地域の健康づく
りに対する支援や、国が定める定期予防接種、
高齢者だけでなく就学前の小児にも拡充する
こととしたインフルエンザワクチン予防接種助
成による疾病予防、各種健康診査・がん検診
事業を実施しております。市民自らが行う健康
維持をサポートし、医療の適正利用に向かう
必要があります。
　特に現在、本市が力を入れているのは、健診
率の向上と健診後の保健指導強化による生
活習慣改善です。食事、運動、睡眠など日頃か
らの生活習慣の改善による、高血圧、糖尿病な
どの生活習慣病予防、早期受診による重症化
予防に向け、保健師・管理栄養士が保健指導
に取り組んでおります。

　この保健指導を推し進めるためには、まず
健診の受診者を増やすことが重要であります
ので、本年度からは、国保特定健診の個人負
担無料化を開始したところです。
　また、死亡原因１位である、がんに対しては、
節目年齢の市民へのがん検診無料クーポン事
業を開始し、早期発見・早期治療を目指し、取

組みを強化したところでもあります。

地域包括ケアシステムの構築に向けて
　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。
　医療は、病院完結型から地域完結型へと移
行する必要があり、地域のかかりつけ医から急
性期病院へ、急性期治療の後は回復期、慢性
期へと移行し、再び地域のかかりつけ医での
在宅医療へという、機能分担が推し進められ
ています。

　また、高齢者の医療には、多くの場合、介護
が深く関わってきます。そこで国は、平成27年
度からの第６期介護保険事業計画を「地域包
括ケア計画」と位置づけ、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（住まい・
医療・介護・予防・生活支援を地域住民に一
体的に提供できる仕組み）の構築を、市町村に
求めています。
　地域包括ケアシステムの中でも必要不可欠
な要素であるのが、在宅医療の推進、医療と介
護の連携推進であり、地区医師会と協力し市
町村が主体的に取組むこととされています。
　本市も検討を開始したところであり、関係機
関と連携を図りながら、具体的な事業を考え
ていかなければなりません。また、市民に対し
ても、適切な医療とのかかわり方、治療に対す
る様々な選択肢、考え方があることも伝えてい
く必要があると思います。

さまざまな連携の必要性について
　医療の機能分担による、病々連携、病診連
携がますます重要となってきますし、地域包括
ケアシステムの構築では、各機関同士の連携
や異職種の連携、地域住民との連携など、医
療と介護、地域との連携を推し進めていかな
ければいけません。
　医療行政を遂行する上では、東部医師会と
の連携を引き続き強固にしていかなければな
りません。予防接種、各種健診、学校医、夜間・
休日急患診療所運営などの従来からの取り組
みと合わせ、地域包括ケアシステム構築のよう
な政策的な連携も進めていかなければなりま
せん。
　また、医療・介護を含む住民の生活圏域は、
行政の枠組みを超え、周辺の東部１市４町か
ら新温泉町にまで及んでいます。これら周辺の
町とも連携を進め、地域医療、地域包括ケアシ
ステムを考えていく必要があります。

鳥取市立病院への期待
　本市は、市民の健康保持に必要な医療を提
供することを目的に、市立病院を設置していま
す。
　市民に必要な医療とは何かと言われれば、
健診から高度・急性期医療まで、さらに夜間や
休日の救急医療など様々ですが、先にも述べた
とおり病院完結型の医療は困難な現状となっ
ておりますので、市立病院としての役割を明確
にし、実行していき、市民の信頼を得ることが大
切です。
　市内の急性期病院は、市立病院を含め４病
院あります。県立中央病院が３次医療を中心と
し500床に増床する計画がありますが、１病院
だけでは地域の急性期医療は賄えないと思い
ます。他の３病院も２次医療を中心に地域を支
えていくことが不可欠な状況です。市立病院は、
地域がん診療連携拠点病院でもあり、一部３
次医療も担っています。がん医療を中心とした
地域の急性期医療の維持、向上に期待してお
ります。
　いざという時に安心してかかれる救急体制も
市立病院に求めるものです。軽傷の場合は夜
間・休日急患診療所の運営を東部医師会へ本
市が委託しておりますが、手術や入院が必要な
症例では救急病院の体制整備が不可欠です。
救急告示病院、病院群輪番制病院として、地域
の２次救急医療を担う市立病院の役割は重要
です。

　命の誕生にかかわる周産期医療も、地域の公
立病院として取り組み続ける必要があると感じ
ます。全国的にも医師の不足と合わせて、医師の
診療科偏在という問題があり、産婦人科医も例
外でなく、減少傾向にあると聞いています。地域
の出産を扱う医療機関も減少している現状があ
り、市立病院の果たす役割は非常に大きいもの
と認識しています。

　疾病を早期に発見し、生活習慣改善、早期治
療につなげることも、効率良く医療を行うために
は重要と考えます。健診センターによる健診事
業は、予防の推進、医療の効率化にもつながる
ことから、可能な限り強化し、住民のニーズに応
えていくべきと思います。
　最後に、地域包括ケアシステムの構築に関す
る市立病院への期待です。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という
ことは、患者の身体状況だけでなく、その生活背
景や住まいの環境状況等も診ていく必要が生じ
ます。市立病院が立ち上げた総合診療科は、ま
さにこれからの地域医療のために重要な位置づ
けとなるでしょう。外来診療だけでなく、歯科と
連携した口腔ケアの取り組み、リハビリ・栄養士
など多職種連携の介入による地域ケア病棟の
運営は、国の施策を先取りした先進的取り組み
であると思います。

　また、在宅診療医や家族介護者への後方支
援策、介護職との医療連携研修など地域包括ケ
アシステムに関連する行政事業についても、連携
し実施されることを期待しております。これらの
取り組みの中で、総合診療能力の優れた医師の
養成も、今後進んでいくと思います。地域が必要
とする医師の養成が進み、地域の医師確保にも
好影響となるよう期待しております。
　市立病院は、住民に信頼され、地域になくて
はならない病院であり、日夜問わず頑張っておら
れる職員の皆様に感謝を申し上げるとともに、
開設者である鳥取市長として、必要な支援をし
ていきたいと思っております。

鳥取市医療看護専門学校（平成27年４月開校予定）

外来待ち合い室

　本市では、鳥取市立病院医師奨学金制度に
よる医師の確保、若手医師の養成に主眼を置
いた地域医療の充実・強化を目的に、市保健医
療福祉連携課へ地域医療担当参与（医師）を
配置するなど、医師確保・養成に向けた取り組
みを、市立病院とともに行っております。
　また、看護師、理学療法士等の不足問題につ
いては、鳥取県病院協会東部支部からの専門
学校誘致の陳情採択を受け、検討・協議した結
果、学校法人大阪滋慶学園の誘致進出が決定
しました。平成27年４月開校に向け、既に鳥取
駅前の市有地に校舎は完成し、順調に準備が
進んでいます。看護師等不足解消に向け大きく
前進するとともに、若者の定住による地域活性
化にも寄与するものと実感しております。

高齢化がもたらす医療への影響
　全国的な少子高齢化、人口減少問題は、本
市においても深刻な問題です。本市の65歳以
上を表わす高齢化率は、現在25.3％で４人に
１人が65歳以上となっています。およそ10年後
の2025年には31.8％と３人に１人が65歳以
上という、超高齢社会を迎えることが予想され
ています。
　高齢者は、医療の必要度が高く、高血圧、糖
尿病などの慢性的な生活習慣病や認知症の患
者が増大することが予想されますので、今まで
取り組んできた病院の機能充実による高度・急
性期医療、救急医療の確保だけでは、市民の医
療ニーズを担保することが出来なくなってくる
と考えられます。また、総患者数の増加による、

医療費総額も上昇を続けることが予想される
ため、いかに医療費の上昇率を抑えていくかと
いうことも、重要となってきています。
　また、中山間地域の高齢者にとって、地域に
医療機関があることは安心して生活する上で非
常に重要なことです。本市では、中山間地域の無
医地区解消のため、佐治町国民健康保険診療
所（医科・歯科）を設置し運営しております。

国民健康保険の保険者として
　市町村は、保険者として国民健康保険（国
保）の運営をしている側面もあります。本市が運
営している国保の状況は、医療の高度化や急
速な高齢化の進行によって、年々増加する医療
費と、長期低迷する経済情勢の影響による保
険料収入の減少など、厳しい財政運営となって
います。
　本市国保事業の運営にあたっては、保険料
収納率の確保・向上、医療費の適正化、保健事
業の充実を軸とし健全化に努めてきましたが、
平成21年度からは赤字決算となり、平成22年
度から２年連続で保険料率の増額改定を余儀
なくされました。このような中で、徴収体制の強
化による保険料収入の確保などに努め、平成
23年度からようやく黒字へ転換したところであ
ります。

　医療費の上昇を抑えるための対策による、将
来にわたっての安定した事業運営ができる基
盤づくりとして、ジェネリック医薬品の利用勧奨
や特定健診・特定保健指導の実施率向上によ
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市長就任に当たり
　私は、今回の市長選挙で今後４年間の市政
運営に当たらせていただくこととなりました。
　本市は、平成16年の市町村合併から10年と
なり、大きな節目を迎えようとしています。市政
には多くの課題が山積しており、雇用の創造・
創出、地場産業の活性化、医療・福祉・子育て
支援の充実、市庁舎整備を含めた防災・減災

の強化、地域資源の活用と中心市街地や中山
間地域の活性化、財政健全化の推進など、いず
れも待ったなしであります。
　私は「鳥取市を発展させる、飛躍させる」とい
う信念のもと、「いつまでも暮らしたい、だれも
が暮らしたくなる鳥取市」を理念に掲げ、広く市
民の皆さんの声をお聞きし、ともに語り、ともに
歩む市政の実現に向けて、誠心誠意努めてま
いります。

医療専門職の不足問題の解消に向けて
　近年の医療情勢の喫緊な課題として、医師、
看護師をはじめとする専門職の不足の問題が
あります。近隣の大学に頼っていた医師派遣機
能だけでは、地域の医師確保が困難な状況と
理解しています。看護師については、特に夜勤
が必要となる病院での確保が難しいとお聞きし
ています。医療機関固有の問題でなく、地域の
課題として捉え、行政も取り組んでいく必要が
あります。

る糖尿病等生活習慣病の重症化予防などの医
療費適正化の取り組みを、重点的に現在行っ
ております。

予防医療の推進の重要性
　これまでに述べた、医療専門職の不足、高
齢化の進行による患者増・疾病構造の変化、
本市国保の安定した運営に向けての対策とし
て重要なことは、予防できるものは事前に防い
でいき、医療への負担を軽減していくことであ
ると考えています。
　本市の予防施策としては、地域の健康づく
りに対する支援や、国が定める定期予防接種、
高齢者だけでなく就学前の小児にも拡充する
こととしたインフルエンザワクチン予防接種助
成による疾病予防、各種健康診査・がん検診
事業を実施しております。市民自らが行う健康
維持をサポートし、医療の適正利用に向かう
必要があります。
　特に現在、本市が力を入れているのは、健診
率の向上と健診後の保健指導強化による生
活習慣改善です。食事、運動、睡眠など日頃か
らの生活習慣の改善による、高血圧、糖尿病な
どの生活習慣病予防、早期受診による重症化
予防に向け、保健師・管理栄養士が保健指導
に取り組んでおります。

　この保健指導を推し進めるためには、まず
健診の受診者を増やすことが重要であります
ので、本年度からは、国保特定健診の個人負
担無料化を開始したところです。
　また、死亡原因１位である、がんに対しては、
節目年齢の市民へのがん検診無料クーポン事
業を開始し、早期発見・早期治療を目指し、取

組みを強化したところでもあります。

地域包括ケアシステムの構築に向けて
　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。
　医療は、病院完結型から地域完結型へと移
行する必要があり、地域のかかりつけ医から急
性期病院へ、急性期治療の後は回復期、慢性
期へと移行し、再び地域のかかりつけ医での
在宅医療へという、機能分担が推し進められ
ています。

　また、高齢者の医療には、多くの場合、介護
が深く関わってきます。そこで国は、平成27年
度からの第６期介護保険事業計画を「地域包
括ケア計画」と位置づけ、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（住まい・
医療・介護・予防・生活支援を地域住民に一
体的に提供できる仕組み）の構築を、市町村に
求めています。
　地域包括ケアシステムの中でも必要不可欠
な要素であるのが、在宅医療の推進、医療と介
護の連携推進であり、地区医師会と協力し市
町村が主体的に取組むこととされています。
　本市も検討を開始したところであり、関係機
関と連携を図りながら、具体的な事業を考え
ていかなければなりません。また、市民に対し
ても、適切な医療とのかかわり方、治療に対す
る様々な選択肢、考え方があることも伝えてい
く必要があると思います。

さまざまな連携の必要性について
　医療の機能分担による、病々連携、病診連
携がますます重要となってきますし、地域包括
ケアシステムの構築では、各機関同士の連携
や異職種の連携、地域住民との連携など、医
療と介護、地域との連携を推し進めていかな
ければいけません。
　医療行政を遂行する上では、東部医師会と
の連携を引き続き強固にしていかなければな
りません。予防接種、各種健診、学校医、夜間・
休日急患診療所運営などの従来からの取り組
みと合わせ、地域包括ケアシステム構築のよう
な政策的な連携も進めていかなければなりま
せん。
　また、医療・介護を含む住民の生活圏域は、
行政の枠組みを超え、周辺の東部１市４町か
ら新温泉町にまで及んでいます。これら周辺の
町とも連携を進め、地域医療、地域包括ケアシ
ステムを考えていく必要があります。

鳥取市立病院への期待
　本市は、市民の健康保持に必要な医療を提
供することを目的に、市立病院を設置していま
す。
　市民に必要な医療とは何かと言われれば、
健診から高度・急性期医療まで、さらに夜間や
休日の救急医療など様々ですが、先にも述べた
とおり病院完結型の医療は困難な現状となっ
ておりますので、市立病院としての役割を明確
にし、実行していき、市民の信頼を得ることが大
切です。
　市内の急性期病院は、市立病院を含め４病
院あります。県立中央病院が３次医療を中心と
し500床に増床する計画がありますが、１病院
だけでは地域の急性期医療は賄えないと思い
ます。他の３病院も２次医療を中心に地域を支
えていくことが不可欠な状況です。市立病院は、
地域がん診療連携拠点病院でもあり、一部３
次医療も担っています。がん医療を中心とした
地域の急性期医療の維持、向上に期待してお
ります。
　いざという時に安心してかかれる救急体制も
市立病院に求めるものです。軽傷の場合は夜
間・休日急患診療所の運営を東部医師会へ本
市が委託しておりますが、手術や入院が必要な
症例では救急病院の体制整備が不可欠です。
救急告示病院、病院群輪番制病院として、地域
の２次救急医療を担う市立病院の役割は重要
です。

　命の誕生にかかわる周産期医療も、地域の公
立病院として取り組み続ける必要があると感じ
ます。全国的にも医師の不足と合わせて、医師の
診療科偏在という問題があり、産婦人科医も例
外でなく、減少傾向にあると聞いています。地域
の出産を扱う医療機関も減少している現状があ
り、市立病院の果たす役割は非常に大きいもの
と認識しています。

　疾病を早期に発見し、生活習慣改善、早期治
療につなげることも、効率良く医療を行うために
は重要と考えます。健診センターによる健診事
業は、予防の推進、医療の効率化にもつながる
ことから、可能な限り強化し、住民のニーズに応
えていくべきと思います。
　最後に、地域包括ケアシステムの構築に関す
る市立病院への期待です。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という
ことは、患者の身体状況だけでなく、その生活背
景や住まいの環境状況等も診ていく必要が生じ
ます。市立病院が立ち上げた総合診療科は、ま
さにこれからの地域医療のために重要な位置づ
けとなるでしょう。外来診療だけでなく、歯科と
連携した口腔ケアの取り組み、リハビリ・栄養士
など多職種連携の介入による地域ケア病棟の
運営は、国の施策を先取りした先進的取り組み
であると思います。

　また、在宅診療医や家族介護者への後方支
援策、介護職との医療連携研修など地域包括ケ
アシステムに関連する行政事業についても、連携
し実施されることを期待しております。これらの
取り組みの中で、総合診療能力の優れた医師の
養成も、今後進んでいくと思います。地域が必要
とする医師の養成が進み、地域の医師確保にも
好影響となるよう期待しております。
　市立病院は、住民に信頼され、地域になくて
はならない病院であり、日夜問わず頑張っておら
れる職員の皆様に感謝を申し上げるとともに、
開設者である鳥取市長として、必要な支援をし
ていきたいと思っております。

看護師による訪問看護

人間ドック（健診センター）

　本市では、鳥取市立病院医師奨学金制度に
よる医師の確保、若手医師の養成に主眼を置
いた地域医療の充実・強化を目的に、市保健医
療福祉連携課へ地域医療担当参与（医師）を
配置するなど、医師確保・養成に向けた取り組
みを、市立病院とともに行っております。
　また、看護師、理学療法士等の不足問題につ
いては、鳥取県病院協会東部支部からの専門
学校誘致の陳情採択を受け、検討・協議した結
果、学校法人大阪滋慶学園の誘致進出が決定
しました。平成27年４月開校に向け、既に鳥取
駅前の市有地に校舎は完成し、順調に準備が
進んでいます。看護師等不足解消に向け大きく
前進するとともに、若者の定住による地域活性
化にも寄与するものと実感しております。

高齢化がもたらす医療への影響
　全国的な少子高齢化、人口減少問題は、本
市においても深刻な問題です。本市の65歳以
上を表わす高齢化率は、現在25.3％で４人に
１人が65歳以上となっています。およそ10年後
の2025年には31.8％と３人に１人が65歳以
上という、超高齢社会を迎えることが予想され
ています。
　高齢者は、医療の必要度が高く、高血圧、糖
尿病などの慢性的な生活習慣病や認知症の患
者が増大することが予想されますので、今まで
取り組んできた病院の機能充実による高度・急
性期医療、救急医療の確保だけでは、市民の医
療ニーズを担保することが出来なくなってくる
と考えられます。また、総患者数の増加による、

医療費総額も上昇を続けることが予想される
ため、いかに医療費の上昇率を抑えていくかと
いうことも、重要となってきています。
　また、中山間地域の高齢者にとって、地域に
医療機関があることは安心して生活する上で非
常に重要なことです。本市では、中山間地域の無
医地区解消のため、佐治町国民健康保険診療
所（医科・歯科）を設置し運営しております。

国民健康保険の保険者として
　市町村は、保険者として国民健康保険（国
保）の運営をしている側面もあります。本市が運
営している国保の状況は、医療の高度化や急
速な高齢化の進行によって、年々増加する医療
費と、長期低迷する経済情勢の影響による保
険料収入の減少など、厳しい財政運営となって
います。
　本市国保事業の運営にあたっては、保険料
収納率の確保・向上、医療費の適正化、保健事
業の充実を軸とし健全化に努めてきましたが、
平成21年度からは赤字決算となり、平成22年
度から２年連続で保険料率の増額改定を余儀
なくされました。このような中で、徴収体制の強
化による保険料収入の確保などに努め、平成
23年度からようやく黒字へ転換したところであ
ります。

　医療費の上昇を抑えるための対策による、将
来にわたっての安定した事業運営ができる基
盤づくりとして、ジェネリック医薬品の利用勧奨
や特定健診・特定保健指導の実施率向上によ
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課題として捉え、行政も取り組んでいく必要が
あります。

る糖尿病等生活習慣病の重症化予防などの医
療費適正化の取り組みを、重点的に現在行っ
ております。

予防医療の推進の重要性
　これまでに述べた、医療専門職の不足、高
齢化の進行による患者増・疾病構造の変化、
本市国保の安定した運営に向けての対策とし
て重要なことは、予防できるものは事前に防い
でいき、医療への負担を軽減していくことであ
ると考えています。
　本市の予防施策としては、地域の健康づく
りに対する支援や、国が定める定期予防接種、
高齢者だけでなく就学前の小児にも拡充する
こととしたインフルエンザワクチン予防接種助
成による疾病予防、各種健康診査・がん検診
事業を実施しております。市民自らが行う健康
維持をサポートし、医療の適正利用に向かう
必要があります。
　特に現在、本市が力を入れているのは、健診
率の向上と健診後の保健指導強化による生
活習慣改善です。食事、運動、睡眠など日頃か
らの生活習慣の改善による、高血圧、糖尿病な
どの生活習慣病予防、早期受診による重症化
予防に向け、保健師・管理栄養士が保健指導
に取り組んでおります。

　この保健指導を推し進めるためには、まず
健診の受診者を増やすことが重要であります
ので、本年度からは、国保特定健診の個人負
担無料化を開始したところです。
　また、死亡原因１位である、がんに対しては、
節目年齢の市民へのがん検診無料クーポン事
業を開始し、早期発見・早期治療を目指し、取

組みを強化したところでもあります。

地域包括ケアシステムの構築に向けて
　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。
　医療は、病院完結型から地域完結型へと移
行する必要があり、地域のかかりつけ医から急
性期病院へ、急性期治療の後は回復期、慢性
期へと移行し、再び地域のかかりつけ医での
在宅医療へという、機能分担が推し進められ
ています。

　また、高齢者の医療には、多くの場合、介護
が深く関わってきます。そこで国は、平成27年
度からの第６期介護保険事業計画を「地域包
括ケア計画」と位置づけ、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（住まい・
医療・介護・予防・生活支援を地域住民に一
体的に提供できる仕組み）の構築を、市町村に
求めています。
　地域包括ケアシステムの中でも必要不可欠
な要素であるのが、在宅医療の推進、医療と介
護の連携推進であり、地区医師会と協力し市
町村が主体的に取組むこととされています。
　本市も検討を開始したところであり、関係機
関と連携を図りながら、具体的な事業を考え
ていかなければなりません。また、市民に対し
ても、適切な医療とのかかわり方、治療に対す
る様々な選択肢、考え方があることも伝えてい
く必要があると思います。

さまざまな連携の必要性について
　医療の機能分担による、病々連携、病診連
携がますます重要となってきますし、地域包括
ケアシステムの構築では、各機関同士の連携
や異職種の連携、地域住民との連携など、医
療と介護、地域との連携を推し進めていかな
ければいけません。
　医療行政を遂行する上では、東部医師会と
の連携を引き続き強固にしていかなければな
りません。予防接種、各種健診、学校医、夜間・
休日急患診療所運営などの従来からの取り組
みと合わせ、地域包括ケアシステム構築のよう
な政策的な連携も進めていかなければなりま
せん。
　また、医療・介護を含む住民の生活圏域は、
行政の枠組みを超え、周辺の東部１市４町か
ら新温泉町にまで及んでいます。これら周辺の
町とも連携を進め、地域医療、地域包括ケアシ
ステムを考えていく必要があります。

鳥取市立病院への期待
　本市は、市民の健康保持に必要な医療を提
供することを目的に、市立病院を設置していま
す。
　市民に必要な医療とは何かと言われれば、
健診から高度・急性期医療まで、さらに夜間や
休日の救急医療など様々ですが、先にも述べた
とおり病院完結型の医療は困難な現状となっ
ておりますので、市立病院としての役割を明確
にし、実行していき、市民の信頼を得ることが大
切です。
　市内の急性期病院は、市立病院を含め４病
院あります。県立中央病院が３次医療を中心と
し500床に増床する計画がありますが、１病院
だけでは地域の急性期医療は賄えないと思い
ます。他の３病院も２次医療を中心に地域を支
えていくことが不可欠な状況です。市立病院は、
地域がん診療連携拠点病院でもあり、一部３
次医療も担っています。がん医療を中心とした
地域の急性期医療の維持、向上に期待してお
ります。
　いざという時に安心してかかれる救急体制も
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です。
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退院前カンファレンスによる病室訪問

市立病院７階レストランから八頭郡方面を望む

入院患者家族との面談

　本市では、鳥取市立病院医師奨学金制度に
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配置するなど、医師確保・養成に向けた取り組
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　また、看護師、理学療法士等の不足問題につ
いては、鳥取県病院協会東部支部からの専門
学校誘致の陳情採択を受け、検討・協議した結
果、学校法人大阪滋慶学園の誘致進出が決定
しました。平成27年４月開校に向け、既に鳥取
駅前の市有地に校舎は完成し、順調に準備が
進んでいます。看護師等不足解消に向け大きく
前進するとともに、若者の定住による地域活性
化にも寄与するものと実感しております。

高齢化がもたらす医療への影響
　全国的な少子高齢化、人口減少問題は、本
市においても深刻な問題です。本市の65歳以
上を表わす高齢化率は、現在25.3％で４人に
１人が65歳以上となっています。およそ10年後
の2025年には31.8％と３人に１人が65歳以
上という、超高齢社会を迎えることが予想され
ています。
　高齢者は、医療の必要度が高く、高血圧、糖
尿病などの慢性的な生活習慣病や認知症の患
者が増大することが予想されますので、今まで
取り組んできた病院の機能充実による高度・急
性期医療、救急医療の確保だけでは、市民の医
療ニーズを担保することが出来なくなってくる
と考えられます。また、総患者数の増加による、

医療費総額も上昇を続けることが予想される
ため、いかに医療費の上昇率を抑えていくかと
いうことも、重要となってきています。
　また、中山間地域の高齢者にとって、地域に
医療機関があることは安心して生活する上で非
常に重要なことです。本市では、中山間地域の無
医地区解消のため、佐治町国民健康保険診療
所（医科・歯科）を設置し運営しております。

国民健康保険の保険者として
　市町村は、保険者として国民健康保険（国
保）の運営をしている側面もあります。本市が運
営している国保の状況は、医療の高度化や急
速な高齢化の進行によって、年々増加する医療
費と、長期低迷する経済情勢の影響による保
険料収入の減少など、厳しい財政運営となって
います。
　本市国保事業の運営にあたっては、保険料
収納率の確保・向上、医療費の適正化、保健事
業の充実を軸とし健全化に努めてきましたが、
平成21年度からは赤字決算となり、平成22年
度から２年連続で保険料率の増額改定を余儀
なくされました。このような中で、徴収体制の強
化による保険料収入の確保などに努め、平成
23年度からようやく黒字へ転換したところであ
ります。

　医療費の上昇を抑えるための対策による、将
来にわたっての安定した事業運営ができる基
盤づくりとして、ジェネリック医薬品の利用勧奨
や特定健診・特定保健指導の実施率向上によ
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市長就任に当たり
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だけでは地域の急性期医療は賄えないと思い
ます。他の３病院も２次医療を中心に地域を支
えていくことが不可欠な状況です。市立病院は、
地域がん診療連携拠点病院でもあり、一部３
次医療も担っています。がん医療を中心とした
地域の急性期医療の維持、向上に期待してお
ります。
　いざという時に安心してかかれる救急体制も
市立病院に求めるものです。軽傷の場合は夜
間・休日急患診療所の運営を東部医師会へ本
市が委託しておりますが、手術や入院が必要な
症例では救急病院の体制整備が不可欠です。
救急告示病院、病院群輪番制病院として、地域
の２次救急医療を担う市立病院の役割は重要
です。

　命の誕生にかかわる周産期医療も、地域の公
立病院として取り組み続ける必要があると感じ
ます。全国的にも医師の不足と合わせて、医師の
診療科偏在という問題があり、産婦人科医も例
外でなく、減少傾向にあると聞いています。地域
の出産を扱う医療機関も減少している現状があ
り、市立病院の果たす役割は非常に大きいもの
と認識しています。

　疾病を早期に発見し、生活習慣改善、早期治
療につなげることも、効率良く医療を行うために
は重要と考えます。健診センターによる健診事
業は、予防の推進、医療の効率化にもつながる
ことから、可能な限り強化し、住民のニーズに応
えていくべきと思います。
　最後に、地域包括ケアシステムの構築に関す
る市立病院への期待です。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という
ことは、患者の身体状況だけでなく、その生活背
景や住まいの環境状況等も診ていく必要が生じ
ます。市立病院が立ち上げた総合診療科は、ま
さにこれからの地域医療のために重要な位置づ
けとなるでしょう。外来診療だけでなく、歯科と
連携した口腔ケアの取り組み、リハビリ・栄養士
など多職種連携の介入による地域ケア病棟の
運営は、国の施策を先取りした先進的取り組み
であると思います。

　また、在宅診療医や家族介護者への後方支
援策、介護職との医療連携研修など地域包括ケ
アシステムに関連する行政事業についても、連携
し実施されることを期待しております。これらの
取り組みの中で、総合診療能力の優れた医師の
養成も、今後進んでいくと思います。地域が必要
とする医師の養成が進み、地域の医師確保にも
好影響となるよう期待しております。
　市立病院は、住民に信頼され、地域になくて
はならない病院であり、日夜問わず頑張っておら
れる職員の皆様に感謝を申し上げるとともに、
開設者である鳥取市長として、必要な支援をし
ていきたいと思っております。

救急車の受け入れ

心臓カテーテル検査
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歯科による口腔ケア

　本市では、鳥取市立病院医師奨学金制度に
よる医師の確保、若手医師の養成に主眼を置
いた地域医療の充実・強化を目的に、市保健医
療福祉連携課へ地域医療担当参与（医師）を
配置するなど、医師確保・養成に向けた取り組
みを、市立病院とともに行っております。
　また、看護師、理学療法士等の不足問題につ
いては、鳥取県病院協会東部支部からの専門
学校誘致の陳情採択を受け、検討・協議した結
果、学校法人大阪滋慶学園の誘致進出が決定
しました。平成27年４月開校に向け、既に鳥取
駅前の市有地に校舎は完成し、順調に準備が
進んでいます。看護師等不足解消に向け大きく
前進するとともに、若者の定住による地域活性
化にも寄与するものと実感しております。

高齢化がもたらす医療への影響
　全国的な少子高齢化、人口減少問題は、本
市においても深刻な問題です。本市の65歳以
上を表わす高齢化率は、現在25.3％で４人に
１人が65歳以上となっています。およそ10年後
の2025年には31.8％と３人に１人が65歳以
上という、超高齢社会を迎えることが予想され
ています。
　高齢者は、医療の必要度が高く、高血圧、糖
尿病などの慢性的な生活習慣病や認知症の患
者が増大することが予想されますので、今まで
取り組んできた病院の機能充実による高度・急
性期医療、救急医療の確保だけでは、市民の医
療ニーズを担保することが出来なくなってくる
と考えられます。また、総患者数の増加による、

医療費総額も上昇を続けることが予想される
ため、いかに医療費の上昇率を抑えていくかと
いうことも、重要となってきています。
　また、中山間地域の高齢者にとって、地域に
医療機関があることは安心して生活する上で非
常に重要なことです。本市では、中山間地域の無
医地区解消のため、佐治町国民健康保険診療
所（医科・歯科）を設置し運営しております。

国民健康保険の保険者として
　市町村は、保険者として国民健康保険（国
保）の運営をしている側面もあります。本市が運
営している国保の状況は、医療の高度化や急
速な高齢化の進行によって、年々増加する医療
費と、長期低迷する経済情勢の影響による保
険料収入の減少など、厳しい財政運営となって
います。
　本市国保事業の運営にあたっては、保険料
収納率の確保・向上、医療費の適正化、保健事
業の充実を軸とし健全化に努めてきましたが、
平成21年度からは赤字決算となり、平成22年
度から２年連続で保険料率の増額改定を余儀
なくされました。このような中で、徴収体制の強
化による保険料収入の確保などに努め、平成
23年度からようやく黒字へ転換したところであ
ります。

　医療費の上昇を抑えるための対策による、将
来にわたっての安定した事業運営ができる基
盤づくりとして、ジェネリック医薬品の利用勧奨
や特定健診・特定保健指導の実施率向上によ
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鳥取看護高等専修学校
校長就任のご挨拶

特集

　私、安陪は本年４月より鳥取県東部医師会附属鳥取看護高等専修学校の校長を拝命いたしまし
た。本校は昭和28年に創立され、私で15代目の校長となります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
　本校は准看護師養成の専修学校であり、２年間の定時制で、働きながら学ぶことが特徴の学校と
なっております。かつては中学卒業で入学される方もおられたと聞いておりますが、現在は一度社会
人を経験された既卒の方が学生の大半を占めるようになりました。このような時代的変化として、不
況などのさまざまな社会的要因が考えられますが、そのような背景を抜きにしても、さまざまな年齢
層の学生が、同じ教室で一緒になって懸命に学んでいく姿には心を打たれます。既卒の学生は社会
の厳しさを知ってから入学されておられることが多く、真摯な態度で難しい看護の勉強に挑んでおら
れます。そしてその人生経験は新卒の学生にも伝わり、良い影響を与えているように思われます。准看
護師養成ということに疑問を抱かれる方もおられるようですが、私は現場にいてこの学校の社会的
存在意義が極めて高いことを実感しております。

　そして、このような本校が教育を継続できますのも、鳥取市立病院に学生の実習を受けていただい
ているおかげと言っても過言ではありません。今年の３月に卒業した学生も全員が准看護試験に合
格いたしました。これで31年間連続で全員合格という記録を延ばすことができましたが、本校がこの
ように輝かしい成績をあげられますのも、日頃、
学生たちの実習に対して鳥取市立病院の職員
の方々が熱心に教育、指導してくださった賜物
と考えております。
　今後も本校に対して引き続き皆様のご指導
をいただければ幸甚に存じます。今後とも鳥取
看護高等専修学校をどうぞよろしくお願い申
し上げます。

安陪内科医院　院長
安陪　隆明 先生
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はじめに
　呼吸器内科という部門は、循環器内科や消化器内科
等と比べて特有の検査（手技とも言い換えられるかもし
れません）が少なく、地味な印象を持っておられる方も
多いかもしれません。しかし、当然ではありますが呼吸
器内科の診療も着実に進歩しており、特に肺がんの化
学療法などは爆発的に進歩しているといっても過言で
はありません。
　今回は当院の呼吸器内科の現状を報告し、呼吸器内
科で扱う疾患の紹介や特に肺がん診療について紹介し
てみたいと思います。
　当院の呼吸器内科は少人数（呼吸器内科専従医師は1名）で診療を行っております。検査も積極的に
行っており、平成24年度は74件、平成25年度は73件、平成26年度（7月まで）は27件の気管支鏡検

査を施行しております。当院は肺がんやサルコイドーシ
スの患者さんが多いため、縦隔リンパ節の腫脹の組織診
断が必要になることがしばしばあります。このため、超音
波気管支鏡システムの導入も予定しております。
　当院にはPET/CTが設置されており、悪性腫瘍の遠
隔転移の検出および病期診断に非常に有用です。検査
費用がやや高額ではありますが、再発の診断および遠隔
転移の検出に関して他の検査と比べて優れているため、
積極的に活用しております。

呼吸器内科で扱う疾患
　呼吸器内科で扱う疾患は肺や気管に関係する疾患が多数を占めます。肺は直接外界と接触する臓
器であり、生命維持に必須の臓器です。呼吸器内科で扱う疾患は多岐にわたっていますが、頻度の高い
疾患や、近年問題となっている疾患について紹介してみたいと思います。

　●肺炎
　肺炎は非常によくみられる感染症です。内服の抗生物質も非常に良くなっており、外来で治療可能な
肺炎も増えていますが、依然として抗生剤の点滴投与を要する肺炎症例も多く、入院加療が必要なこと
もよくあります。
　また高齢で体力の弱った方の誤嚥性肺炎も非常に多いです。ただし、超高齢あるいは認知症の進行
した方の誤嚥性肺炎に関しては、呼吸器感染症の要素はもちろんですが、老衰の一環ととらえるべき病

呼吸器分野
診療部医長　内科
武田　洋正

態であることもあります。このような場合には、全人的な対応および、ご家族も含めた社会的な介入が
必要になることも多く、適宜総合診療科と連携して治療を行っております。また、肺炎の予防には口腔
内の衛生状態の改善が不可欠と考えられ、歯科とも緊密に連携して治療を行っております。

　●気管支喘息
　気管支喘息の有病率は近年上昇しており、非常にポピュラーな疾患であるといえます。ただし近年の
気管支喘息治療薬の進歩により、喘息発作での入院
頻度は非常に減少しております。
　吸入ステロイドを主体とする薬物治療により、多く
の患者さんで症状がコントロールできるようになって
きており、本疾患は多くの場合日常の適切な管理によ
り付き合っていくことができる病気です。当科では現
在主流となっている吸入薬の適切な使用方法につい
て適宜外来にて指導を行い、発作の予防や発作時の
早期対応に努めております。 

　●COPD（肺気腫）
　喫煙が原因となる本疾患は、近年増加の一途をたどっております。最近の疫学調査によると日本国内
での患者数は500万人程度と推定されていますが、その中でCOPDと診断され治療を受けている患者
さんはごく一部であろうと考えられています。
　ほとんどのCOPD患者さんに喫煙歴がありますが、
咳、痰、息切れなどの呼吸器症状がかなり悪化するまで
医療機関を受診されていない場合が多く、その間に病
状が進行してしまっていることが珍しくありません。
　本疾患は早期診断、治療が必要であり、確定診断に
はレントゲン検査等の画像検査や肺機能検査が必要と
なりますので、慢性的に咳や痰が続く場合には、一度呼
吸器内科で精査することをお勧めいたします。
　COPDの治療としては、吸入薬を主体とする薬物療
法も重要ですが、なにより大切な治療は「禁煙」です。禁煙はCOPDの治療の柱であり、COPD治療の
大前提です。現時点で、COPDに対して長期的に疾患の悪化を防ぐことが証明されている治療法は、唯
一禁煙のみです。
　ただし、喫煙は単なる「習慣」というよりは、「ニコチンへの薬物依存症」ととらえることが正しい理解
であり、単に「やめるように説得する」だけではなかなか禁煙には結びつきません。「喫煙という病気」に
対しては「禁煙治療」が必要であり、自力での禁煙が困難である場合は、治療を受けていただくように禁
煙外来を紹介させていただくこともあります。

　●非結核性抗酸菌症
　近年、中高年の女性を中心に非常に増加しており、非常に注目されている疾患のひとつです。多くの
場合Mycobacterium Avium Complexという菌による感染症であり、俗に「MAC症」とも呼ばれて

内科外来待合室

内科外来診察室

います。
　結核に類似した、抗酸菌といわれる菌による感染症ですが、結核と異なりヒトからヒトへの感染はあ
りません。そのため結核のような隔離は必要ありません。
　初期には無症状で健康診断により偶然発見される例や咳、痰、血痰などのごく軽度の症状のみを呈
する例が多く見受けられます。診断は基本的には喀痰からの菌の検出によって行いますが、喀痰が出に
くいことも多いため、診断のために気管支鏡を行うこともあります。
　ただし非結核性抗酸菌症は結核と異なり非常に治療が効きにくく、治療開始のタイミングに定説は
ありません。長期間経過観察のみを行う患者さんも多く、おそらく患者さん個々の状況により最適な治
療戦略が異なると考えられるため、病状や社会的背景を踏まえて患者さんと相談して診療を行ってい
ます。

　●肺結核
　肺結核は、現在の日本において頻度が高い疾患ではありません。しかし罹患率は、減少傾向にはある
ものの先進国の中では現在でも高い水準にあり、決してまれな疾患ではありません。
　典型例では診断は容易ですが、肺結核は時に非常に非典型的な画像所見を示し、病歴や症状も非
典型的な場合などは、診断が非常に困難です。結核は免疫力が低下した方に起こりやすいのは確かで
すが、免疫力が正常な方に起こることも珍しくなく、感染した経路が全く分からないことも多いです。当
院では常に肺結核を念頭におき診療を行っております。
　排菌がない場合においては当院での精査および加療も可能ですが、当院には結核病棟がありません
ので、排菌がある結核患者さんの入院は不可能です。その場合は専門病院への紹介をさせていただき
ます。

　●肺がん
　当院の呼吸器診療では特に肺がんの診療に力を入れています。肺がんが疑われる患者様に対して、
気管支鏡での生検およびCTガイド下針生検などにて組織診断を行い、あわせてPET/CT、MRIなどの
手段で進行の程度の評価を行っています。
　手術適応となる肺がんに関しては、当院外科と連携して積極的に切除を行っております。
　放射線科とも緊密に連携しており、局所進行肺がんに対しての放射線と抗がん剤の併用療法、疼痛
対策としての緩和的放射線治療などを行っています。また当院では定位放射線治療が可能であり、高
齢などの理由で切除が難しい早期肺癌に対しては定位放射線治療を行っております。
　切除および放射線の適応とならない進行がんに対し
ては、抗がん剤治療をおこなっています。肺癌診療も個
別化医療の時代に入ってきており、EGFR（上皮成長因
子受容体）遺伝子の変異の有無、ALK遺伝子の変異等
の有無によって治療方針が異なってきます。当院では科
学的な証拠に基づく標準治療（現時点での最良の治療）
を行うことを心がけており、患者様の社会的背景にも配
慮しつつ治療をおこなっています。なお、セカンドオピニ
オン希望の方は遠慮なくお申し出ください。

　●（超）早期肺がん（限局性すりガラス状結節）
　近年高性能CTの普及に伴い、以前は認識できなかった「すりガラス状結節が検出される機会が増加
しています。胸部レントゲンでは認識できない陰影であり、偶然発見されることが多い疾患です。これら
の多くは高分化型腺がん（肺がんの一種）あるいは異型腺腫様過形成（いわゆる前がん病変）と考えら
れています。以前は存在自体を認知されていなかった疾患であり、通常極めて経過はゆっくりと考えら
れます。
　これらはいわゆる“通常の”肺がんとは扱いが異なります。現在のところどのように治療するかに関し
て定まっておりません。通常の肺がんの場合は「早期診断」および「早期治療」が原則ですが、このタイ
プの低悪性度の肺がんの場合、5年生存率がほぼ100%であるという研究結果があります。実臨床にお
いても数年以上変化がほとんどないことはよく経験されます。そのため、通常の肺がんと異なり、「経過
観察」という戦略をとることがあります。
　この疾患の診療の困難さには、いろいろな原因があげられます。まずは検査の困難さが挙げられま
す。通常胸部レントゲンでの検出ができないため、気管支鏡による診断はきわめて困難です。またサイズ
の小さいものが多いため、その意味でも診断が極めて難しいことが多いです。最終的な診断に外科的切
除（手術）が必要となることも少なくありません。
　さらに前述のように経過が極めて緩徐であることが多く、数年あるいは5年以上もほとんど変化がな
いことがまれではありません。もちろん進行が速い病変もあり、その場合は切除をお勧めしております。
当院では純粋なすりガラス影（GGO）でサイズが小さい病変（約2cm以下）に関しては、原則的にCTで
の経過観察を行っております。ただし、CT所見で内部に濃い部分があるものや急速に増大するもの、あ
るいはサイズが大きいものに関しては外科切除を考慮いたします。
　ただし、前述のように現時点で定まった治療方針がないため、治療については患者様との十分な相
談のもとに決定しております。

最後に
　当院の呼吸器内科は少人数で診療を行っております。呼吸器疾患の患者さんの数は非常に多く、こ
の領域でも需要に対して医療サービスの供給が追い付いていないのが現状です。これは当院だけに
限った事情ではありませんが、当院では院内の他科の先生方、コメディカルの方々、事務職員他周囲の
方に多大なご協力をいただき、何とか呼吸器診療を続けているというのが現状です。それでもマンパ
ワー不足は否めず、初診患者様の受け入れのキャパシティ等で、地域の先生方にご迷惑をおかけしてい
ることがあるかもしれません。この点について申し訳なく思っております。
　それでも、鳥取という地方（都
会の感覚では「田舎）において、
「都会」と同じ良質ながん治療お
よび呼吸器診療が受けられるよ
うに心がけております。今後とも
よろしくお願いいたします。

シリーズ 内科
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はじめに
　呼吸器内科という部門は、循環器内科や消化器内科
等と比べて特有の検査（手技とも言い換えられるかもし
れません）が少なく、地味な印象を持っておられる方も
多いかもしれません。しかし、当然ではありますが呼吸
器内科の診療も着実に進歩しており、特に肺がんの化
学療法などは爆発的に進歩しているといっても過言で
はありません。
　今回は当院の呼吸器内科の現状を報告し、呼吸器内
科で扱う疾患の紹介や特に肺がん診療について紹介し
てみたいと思います。
　当院の呼吸器内科は少人数（呼吸器内科専従医師は1名）で診療を行っております。検査も積極的に
行っており、平成24年度は74件、平成25年度は73件、平成26年度（7月まで）は27件の気管支鏡検

査を施行しております。当院は肺がんやサルコイドーシ
スの患者さんが多いため、縦隔リンパ節の腫脹の組織診
断が必要になることがしばしばあります。このため、超音
波気管支鏡システムの導入も予定しております。
　当院にはPET/CTが設置されており、悪性腫瘍の遠
隔転移の検出および病期診断に非常に有用です。検査
費用がやや高額ではありますが、再発の診断および遠隔
転移の検出に関して他の検査と比べて優れているため、
積極的に活用しております。

呼吸器内科で扱う疾患
　呼吸器内科で扱う疾患は肺や気管に関係する疾患が多数を占めます。肺は直接外界と接触する臓
器であり、生命維持に必須の臓器です。呼吸器内科で扱う疾患は多岐にわたっていますが、頻度の高い
疾患や、近年問題となっている疾患について紹介してみたいと思います。

　●肺炎
　肺炎は非常によくみられる感染症です。内服の抗生物質も非常に良くなっており、外来で治療可能な
肺炎も増えていますが、依然として抗生剤の点滴投与を要する肺炎症例も多く、入院加療が必要なこと
もよくあります。
　また高齢で体力の弱った方の誤嚥性肺炎も非常に多いです。ただし、超高齢あるいは認知症の進行
した方の誤嚥性肺炎に関しては、呼吸器感染症の要素はもちろんですが、老衰の一環ととらえるべき病

態であることもあります。このような場合には、全人的な対応および、ご家族も含めた社会的な介入が
必要になることも多く、適宜総合診療科と連携して治療を行っております。また、肺炎の予防には口腔
内の衛生状態の改善が不可欠と考えられ、歯科とも緊密に連携して治療を行っております。

　●気管支喘息
　気管支喘息の有病率は近年上昇しており、非常にポピュラーな疾患であるといえます。ただし近年の
気管支喘息治療薬の進歩により、喘息発作での入院
頻度は非常に減少しております。
　吸入ステロイドを主体とする薬物治療により、多く
の患者さんで症状がコントロールできるようになって
きており、本疾患は多くの場合日常の適切な管理によ
り付き合っていくことができる病気です。当科では現
在主流となっている吸入薬の適切な使用方法につい
て適宜外来にて指導を行い、発作の予防や発作時の
早期対応に努めております。 

　●COPD（肺気腫）
　喫煙が原因となる本疾患は、近年増加の一途をたどっております。最近の疫学調査によると日本国内
での患者数は500万人程度と推定されていますが、その中でCOPDと診断され治療を受けている患者
さんはごく一部であろうと考えられています。
　ほとんどのCOPD患者さんに喫煙歴がありますが、
咳、痰、息切れなどの呼吸器症状がかなり悪化するまで
医療機関を受診されていない場合が多く、その間に病
状が進行してしまっていることが珍しくありません。
　本疾患は早期診断、治療が必要であり、確定診断に
はレントゲン検査等の画像検査や肺機能検査が必要と
なりますので、慢性的に咳や痰が続く場合には、一度呼
吸器内科で精査することをお勧めいたします。
　COPDの治療としては、吸入薬を主体とする薬物療
法も重要ですが、なにより大切な治療は「禁煙」です。禁煙はCOPDの治療の柱であり、COPD治療の
大前提です。現時点で、COPDに対して長期的に疾患の悪化を防ぐことが証明されている治療法は、唯
一禁煙のみです。
　ただし、喫煙は単なる「習慣」というよりは、「ニコチンへの薬物依存症」ととらえることが正しい理解
であり、単に「やめるように説得する」だけではなかなか禁煙には結びつきません。「喫煙という病気」に
対しては「禁煙治療」が必要であり、自力での禁煙が困難である場合は、治療を受けていただくように禁
煙外来を紹介させていただくこともあります。

　●非結核性抗酸菌症
　近年、中高年の女性を中心に非常に増加しており、非常に注目されている疾患のひとつです。多くの
場合Mycobacterium Avium Complexという菌による感染症であり、俗に「MAC症」とも呼ばれて

気管支鏡検査

呼吸器カンファレンス

います。
　結核に類似した、抗酸菌といわれる菌による感染症ですが、結核と異なりヒトからヒトへの感染はあ
りません。そのため結核のような隔離は必要ありません。
　初期には無症状で健康診断により偶然発見される例や咳、痰、血痰などのごく軽度の症状のみを呈
する例が多く見受けられます。診断は基本的には喀痰からの菌の検出によって行いますが、喀痰が出に
くいことも多いため、診断のために気管支鏡を行うこともあります。
　ただし非結核性抗酸菌症は結核と異なり非常に治療が効きにくく、治療開始のタイミングに定説は
ありません。長期間経過観察のみを行う患者さんも多く、おそらく患者さん個々の状況により最適な治
療戦略が異なると考えられるため、病状や社会的背景を踏まえて患者さんと相談して診療を行ってい
ます。
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典型的な場合などは、診断が非常に困難です。結核は免疫力が低下した方に起こりやすいのは確かで
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　排菌がない場合においては当院での精査および加療も可能ですが、当院には結核病棟がありません
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ます。
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　放射線科とも緊密に連携しており、局所進行肺がんに対しての放射線と抗がん剤の併用療法、疼痛
対策としての緩和的放射線治療などを行っています。また当院では定位放射線治療が可能であり、高
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子受容体）遺伝子の変異の有無、ALK遺伝子の変異等
の有無によって治療方針が異なってきます。当院では科
学的な証拠に基づく標準治療（現時点での最良の治療）
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りません。そのため結核のような隔離は必要ありません。
　初期には無症状で健康診断により偶然発見される例や咳、痰、血痰などのごく軽度の症状のみを呈
する例が多く見受けられます。診断は基本的には喀痰からの菌の検出によって行いますが、喀痰が出に
くいことも多いため、診断のために気管支鏡を行うこともあります。
　ただし非結核性抗酸菌症は結核と異なり非常に治療が効きにくく、治療開始のタイミングに定説は
ありません。長期間経過観察のみを行う患者さんも多く、おそらく患者さん個々の状況により最適な治
療戦略が異なると考えられるため、病状や社会的背景を踏まえて患者さんと相談して診療を行ってい
ます。

　●肺結核
　肺結核は、現在の日本において頻度が高い疾患ではありません。しかし罹患率は、減少傾向にはある
ものの先進国の中では現在でも高い水準にあり、決してまれな疾患ではありません。
　典型例では診断は容易ですが、肺結核は時に非常に非典型的な画像所見を示し、病歴や症状も非
典型的な場合などは、診断が非常に困難です。結核は免疫力が低下した方に起こりやすいのは確かで
すが、免疫力が正常な方に起こることも珍しくなく、感染した経路が全く分からないことも多いです。当
院では常に肺結核を念頭におき診療を行っております。
　排菌がない場合においては当院での精査および加療も可能ですが、当院には結核病棟がありません
ので、排菌がある結核患者さんの入院は不可能です。その場合は専門病院への紹介をさせていただき
ます。

　●肺がん
　当院の呼吸器診療では特に肺がんの診療に力を入れています。肺がんが疑われる患者様に対して、
気管支鏡での生検およびCTガイド下針生検などにて組織診断を行い、あわせてPET/CT、MRIなどの
手段で進行の程度の評価を行っています。
　手術適応となる肺がんに関しては、当院外科と連携して積極的に切除を行っております。
　放射線科とも緊密に連携しており、局所進行肺がんに対しての放射線と抗がん剤の併用療法、疼痛
対策としての緩和的放射線治療などを行っています。また当院では定位放射線治療が可能であり、高
齢などの理由で切除が難しい早期肺癌に対しては定位放射線治療を行っております。
　切除および放射線の適応とならない進行がんに対し
ては、抗がん剤治療をおこなっています。肺癌診療も個
別化医療の時代に入ってきており、EGFR（上皮成長因
子受容体）遺伝子の変異の有無、ALK遺伝子の変異等
の有無によって治療方針が異なってきます。当院では科
学的な証拠に基づく標準治療（現時点での最良の治療）
を行うことを心がけており、患者様の社会的背景にも配
慮しつつ治療をおこなっています。なお、セカンドオピニ
オン希望の方は遠慮なくお申し出ください。

　●（超）早期肺がん（限局性すりガラス状結節）
　近年高性能CTの普及に伴い、以前は認識できなかった「すりガラス状結節が検出される機会が増加
しています。胸部レントゲンでは認識できない陰影であり、偶然発見されることが多い疾患です。これら
の多くは高分化型腺がん（肺がんの一種）あるいは異型腺腫様過形成（いわゆる前がん病変）と考えら
れています。以前は存在自体を認知されていなかった疾患であり、通常極めて経過はゆっくりと考えら
れます。
　これらはいわゆる“通常の”肺がんとは扱いが異なります。現在のところどのように治療するかに関し
て定まっておりません。通常の肺がんの場合は「早期診断」および「早期治療」が原則ですが、このタイ
プの低悪性度の肺がんの場合、5年生存率がほぼ100%であるという研究結果があります。実臨床にお
いても数年以上変化がほとんどないことはよく経験されます。そのため、通常の肺がんと異なり、「経過
観察」という戦略をとることがあります。
　この疾患の診療の困難さには、いろいろな原因があげられます。まずは検査の困難さが挙げられま
す。通常胸部レントゲンでの検出ができないため、気管支鏡による診断はきわめて困難です。またサイズ
の小さいものが多いため、その意味でも診断が極めて難しいことが多いです。最終的な診断に外科的切
除（手術）が必要となることも少なくありません。
　さらに前述のように経過が極めて緩徐であることが多く、数年あるいは5年以上もほとんど変化がな
いことがまれではありません。もちろん進行が速い病変もあり、その場合は切除をお勧めしております。
当院では純粋なすりガラス影（GGO）でサイズが小さい病変（約2cm以下）に関しては、原則的にCTで
の経過観察を行っております。ただし、CT所見で内部に濃い部分があるものや急速に増大するもの、あ
るいはサイズが大きいものに関しては外科切除を考慮いたします。
　ただし、前述のように現時点で定まった治療方針がないため、治療については患者様との十分な相
談のもとに決定しております。

最後に
　当院の呼吸器内科は少人数で診療を行っております。呼吸器疾患の患者さんの数は非常に多く、こ
の領域でも需要に対して医療サービスの供給が追い付いていないのが現状です。これは当院だけに
限った事情ではありませんが、当院では院内の他科の先生方、コメディカルの方々、事務職員他周囲の
方に多大なご協力をいただき、何とか呼吸器診療を続けているというのが現状です。それでもマンパ
ワー不足は否めず、初診患者様の受け入れのキャパシティ等で、地域の先生方にご迷惑をおかけしてい
ることがあるかもしれません。この点について申し訳なく思っております。
　それでも、鳥取という地方（都
会の感覚では「田舎）において、
「都会」と同じ良質ながん治療お
よび呼吸器診療が受けられるよ
うに心がけております。今後とも
よろしくお願いいたします。

研修医と呼吸器スタッフ
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はじめに
　呼吸器内科という部門は、循環器内科や消化器内科
等と比べて特有の検査（手技とも言い換えられるかもし
れません）が少なく、地味な印象を持っておられる方も
多いかもしれません。しかし、当然ではありますが呼吸
器内科の診療も着実に進歩しており、特に肺がんの化
学療法などは爆発的に進歩しているといっても過言で
はありません。
　今回は当院の呼吸器内科の現状を報告し、呼吸器内
科で扱う疾患の紹介や特に肺がん診療について紹介し
てみたいと思います。
　当院の呼吸器内科は少人数（呼吸器内科専従医師は1名）で診療を行っております。検査も積極的に
行っており、平成24年度は74件、平成25年度は73件、平成26年度（7月まで）は27件の気管支鏡検

査を施行しております。当院は肺がんやサルコイドーシ
スの患者さんが多いため、縦隔リンパ節の腫脹の組織診
断が必要になることがしばしばあります。このため、超音
波気管支鏡システムの導入も予定しております。
　当院にはPET/CTが設置されており、悪性腫瘍の遠
隔転移の検出および病期診断に非常に有用です。検査
費用がやや高額ではありますが、再発の診断および遠隔
転移の検出に関して他の検査と比べて優れているため、
積極的に活用しております。

呼吸器内科で扱う疾患
　呼吸器内科で扱う疾患は肺や気管に関係する疾患が多数を占めます。肺は直接外界と接触する臓
器であり、生命維持に必須の臓器です。呼吸器内科で扱う疾患は多岐にわたっていますが、頻度の高い
疾患や、近年問題となっている疾患について紹介してみたいと思います。

　●肺炎
　肺炎は非常によくみられる感染症です。内服の抗生物質も非常に良くなっており、外来で治療可能な
肺炎も増えていますが、依然として抗生剤の点滴投与を要する肺炎症例も多く、入院加療が必要なこと
もよくあります。
　また高齢で体力の弱った方の誤嚥性肺炎も非常に多いです。ただし、超高齢あるいは認知症の進行
した方の誤嚥性肺炎に関しては、呼吸器感染症の要素はもちろんですが、老衰の一環ととらえるべき病

態であることもあります。このような場合には、全人的な対応および、ご家族も含めた社会的な介入が
必要になることも多く、適宜総合診療科と連携して治療を行っております。また、肺炎の予防には口腔
内の衛生状態の改善が不可欠と考えられ、歯科とも緊密に連携して治療を行っております。

　●気管支喘息
　気管支喘息の有病率は近年上昇しており、非常にポピュラーな疾患であるといえます。ただし近年の
気管支喘息治療薬の進歩により、喘息発作での入院
頻度は非常に減少しております。
　吸入ステロイドを主体とする薬物治療により、多く
の患者さんで症状がコントロールできるようになって
きており、本疾患は多くの場合日常の適切な管理によ
り付き合っていくことができる病気です。当科では現
在主流となっている吸入薬の適切な使用方法につい
て適宜外来にて指導を行い、発作の予防や発作時の
早期対応に努めております。 

　●COPD（肺気腫）
　喫煙が原因となる本疾患は、近年増加の一途をたどっております。最近の疫学調査によると日本国内
での患者数は500万人程度と推定されていますが、その中でCOPDと診断され治療を受けている患者
さんはごく一部であろうと考えられています。
　ほとんどのCOPD患者さんに喫煙歴がありますが、
咳、痰、息切れなどの呼吸器症状がかなり悪化するまで
医療機関を受診されていない場合が多く、その間に病
状が進行してしまっていることが珍しくありません。
　本疾患は早期診断、治療が必要であり、確定診断に
はレントゲン検査等の画像検査や肺機能検査が必要と
なりますので、慢性的に咳や痰が続く場合には、一度呼
吸器内科で精査することをお勧めいたします。
　COPDの治療としては、吸入薬を主体とする薬物療
法も重要ですが、なにより大切な治療は「禁煙」です。禁煙はCOPDの治療の柱であり、COPD治療の
大前提です。現時点で、COPDに対して長期的に疾患の悪化を防ぐことが証明されている治療法は、唯
一禁煙のみです。
　ただし、喫煙は単なる「習慣」というよりは、「ニコチンへの薬物依存症」ととらえることが正しい理解
であり、単に「やめるように説得する」だけではなかなか禁煙には結びつきません。「喫煙という病気」に
対しては「禁煙治療」が必要であり、自力での禁煙が困難である場合は、治療を受けていただくように禁
煙外来を紹介させていただくこともあります。

　●非結核性抗酸菌症
　近年、中高年の女性を中心に非常に増加しており、非常に注目されている疾患のひとつです。多くの
場合Mycobacterium Avium Complexという菌による感染症であり、俗に「MAC症」とも呼ばれて

います。
　結核に類似した、抗酸菌といわれる菌による感染症ですが、結核と異なりヒトからヒトへの感染はあ
りません。そのため結核のような隔離は必要ありません。
　初期には無症状で健康診断により偶然発見される例や咳、痰、血痰などのごく軽度の症状のみを呈
する例が多く見受けられます。診断は基本的には喀痰からの菌の検出によって行いますが、喀痰が出に
くいことも多いため、診断のために気管支鏡を行うこともあります。
　ただし非結核性抗酸菌症は結核と異なり非常に治療が効きにくく、治療開始のタイミングに定説は
ありません。長期間経過観察のみを行う患者さんも多く、おそらく患者さん個々の状況により最適な治
療戦略が異なると考えられるため、病状や社会的背景を踏まえて患者さんと相談して診療を行ってい
ます。

　●肺結核
　肺結核は、現在の日本において頻度が高い疾患ではありません。しかし罹患率は、減少傾向にはある
ものの先進国の中では現在でも高い水準にあり、決してまれな疾患ではありません。
　典型例では診断は容易ですが、肺結核は時に非常に非典型的な画像所見を示し、病歴や症状も非
典型的な場合などは、診断が非常に困難です。結核は免疫力が低下した方に起こりやすいのは確かで
すが、免疫力が正常な方に起こることも珍しくなく、感染した経路が全く分からないことも多いです。当
院では常に肺結核を念頭におき診療を行っております。
　排菌がない場合においては当院での精査および加療も可能ですが、当院には結核病棟がありません
ので、排菌がある結核患者さんの入院は不可能です。その場合は専門病院への紹介をさせていただき
ます。

　●肺がん
　当院の呼吸器診療では特に肺がんの診療に力を入れています。肺がんが疑われる患者様に対して、
気管支鏡での生検およびCTガイド下針生検などにて組織診断を行い、あわせてPET/CT、MRIなどの
手段で進行の程度の評価を行っています。
　手術適応となる肺がんに関しては、当院外科と連携して積極的に切除を行っております。
　放射線科とも緊密に連携しており、局所進行肺がんに対しての放射線と抗がん剤の併用療法、疼痛
対策としての緩和的放射線治療などを行っています。また当院では定位放射線治療が可能であり、高
齢などの理由で切除が難しい早期肺癌に対しては定位放射線治療を行っております。
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を行うことを心がけており、患者様の社会的背景にも配
慮しつつ治療をおこなっています。なお、セカンドオピニ
オン希望の方は遠慮なくお申し出ください。

　●（超）早期肺がん（限局性すりガラス状結節）
　近年高性能CTの普及に伴い、以前は認識できなかった「すりガラス状結節が検出される機会が増加
しています。胸部レントゲンでは認識できない陰影であり、偶然発見されることが多い疾患です。これら
の多くは高分化型腺がん（肺がんの一種）あるいは異型腺腫様過形成（いわゆる前がん病変）と考えら
れています。以前は存在自体を認知されていなかった疾患であり、通常極めて経過はゆっくりと考えら
れます。
　これらはいわゆる“通常の”肺がんとは扱いが異なります。現在のところどのように治療するかに関し
て定まっておりません。通常の肺がんの場合は「早期診断」および「早期治療」が原則ですが、このタイ
プの低悪性度の肺がんの場合、5年生存率がほぼ100%であるという研究結果があります。実臨床にお
いても数年以上変化がほとんどないことはよく経験されます。そのため、通常の肺がんと異なり、「経過
観察」という戦略をとることがあります。
　この疾患の診療の困難さには、いろいろな原因があげられます。まずは検査の困難さが挙げられま
す。通常胸部レントゲンでの検出ができないため、気管支鏡による診断はきわめて困難です。またサイズ
の小さいものが多いため、その意味でも診断が極めて難しいことが多いです。最終的な診断に外科的切
除（手術）が必要となることも少なくありません。
　さらに前述のように経過が極めて緩徐であることが多く、数年あるいは5年以上もほとんど変化がな
いことがまれではありません。もちろん進行が速い病変もあり、その場合は切除をお勧めしております。
当院では純粋なすりガラス影（GGO）でサイズが小さい病変（約2cm以下）に関しては、原則的にCTで
の経過観察を行っております。ただし、CT所見で内部に濃い部分があるものや急速に増大するもの、あ
るいはサイズが大きいものに関しては外科切除を考慮いたします。
　ただし、前述のように現時点で定まった治療方針がないため、治療については患者様との十分な相
談のもとに決定しております。

最後に
　当院の呼吸器内科は少人数で診療を行っております。呼吸器疾患の患者さんの数は非常に多く、こ
の領域でも需要に対して医療サービスの供給が追い付いていないのが現状です。これは当院だけに
限った事情ではありませんが、当院では院内の他科の先生方、コメディカルの方々、事務職員他周囲の
方に多大なご協力をいただき、何とか呼吸器診療を続けているというのが現状です。それでもマンパ
ワー不足は否めず、初診患者様の受け入れのキャパシティ等で、地域の先生方にご迷惑をおかけしてい
ることがあるかもしれません。この点について申し訳なく思っております。
　それでも、鳥取という地方（都
会の感覚では「田舎）において、
「都会」と同じ良質ながん治療お
よび呼吸器診療が受けられるよ
うに心がけております。今後とも
よろしくお願いいたします。
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　平成26年6月27日より鳥取市
立病院のCT装置が新しくなりまし
た。このたび設置された装置は東
芝メディカルシステムズ社の80列
多列検出器型CTです（図1、2）。従
来の16列CTと比較して、スキャン
のスピードが約2倍高速化され、か
つ、患者さんの体をより細かく観察
することができるようになりまし
た。また、ソフトウェアの進歩によ
り、より少ない放射線の量で従来
とそん色のない、あるいは従来以
上の鮮明な画像が得られるように
なりました。
　日本にはじめてCT装置が導入
されたのは昭和50年で、英国の
EMI社が開発した頭部専用の装置
（図3）でした（当時、EMIはビートル
ズと契約しており、ビートルズのレ
コード売り上げがCTの研究開発
に役立ったと言われています。）。こ
の時代のCTはX線発生装置と検
出器が対になって移動しては回転
するもので、数分かかってようやく
1枚の画像が得られるという今で
は考えられないくらいのんびりした
装置でした。そして得られた画像も
決して日常臨床に活用できるレベ
ルのものではありませんでした（図

診療部長　放射線科
橋本　政幸

CT装置を更新しました
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読影室にて

図２　操作室

図１　80列多列検出器型CT
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4）。それから約40年が経過し、今
回当院に導入されたCT装置は
0.5秒で一回転し、一回転ごとに
（0.5mm刻みで）80枚もの断層画
像をはき出します。元来CTは動い
ている患者さんの検査は苦手とさ
れていましたが、この高速撮像技
術の進歩のおかげで、呼吸の止め
られない患者さんでも診断に十分
な情報が得られるようになりまし
た。しかし、装置やソフトウェアが
進歩した分、専門的な知識を持った
診療放射線技師が扱わないと、その
性能を十分発揮できなくなってきたこ
とも事実です。
　我々放射線科医も、今回導入され
た最新のCT装置が宝の持ち腐れとな
らないよう、放射線技師と協力しなが
ら、より質の高い画像診断を提供でき
るよう、これからも努力していきたいと
思います。

図５　腹部から骨盤部の冠状断再構成画像

図3.　ドイツ　レムシャイト（レントゲ博士生誕の地）の
　　　レントゲンミュージアムに展示されているEMI社製CT

図４　EMI社CTで撮影された脳の断層像



はじめに
　院内感染防止対策認定スタッフ(Infection 
Control staff：ICS)育成制度を初めて3年目
に入りました。この制度は、院内における感染
防止対策の水準を上げることを目的に感染防
止対策委員会が平成24年度に開始したもの
で、今までに医師・薬剤師・臨床検査技師・看護
師・リハビリスタッフ・放射線技師・事務職員な
ど計76人の院内ICSが誕生してそれぞれの職
場で活躍しています。制度開始の経緯、育成計
画の内容、今後の展望について紹介します。

安全安心な医療を提供するために
　医療施設を訪れた患者が、医療関連感染＊に
脅かされることなく安全に診療を終えるために
は、初めて受付をされた時点から退院までの
間、関わる全ての職員が正しい感染防止対策
を行う必要があります。医療従事者もまた、健
康な状態で医療を提供し、自身が曝露源になら
ないよう、また感染を受けないように、日頃から
の適切な自己管理が必要です。

　

　

院内ICS制度発足の意図
　現在、多くの医療機関において感染防止対
策の重要性が認知されて、手指消毒剤、処置用

手袋、サージカルマスクなど感染防止対策を行
うための物品が当然のごとく配置されていま
す。もちろん当院においても感染防止対策チー
ム、感染防止リンクスタッフが感染防止対策を
推進するなど、ここ数年はかなり力を入れてお
りますが、残念ながら十分な状況とは言えない
のが現状なのです。地道な作業を根気よく続け
ることが必要なのです。感染防止対策は一部の
職員のみが正しい知識を持って実践していて
も、患者を守ることはできません。全職員による
100％の正しい実践が求められます。そこで、感
染防止対策に係る人間を増やして裾野を広げ
ることを目的にこの制度を始めることにしたの
です。

院内ICS資格取得までのプロセス
　4月に案内される受講者募集に応募し、半年
間の講義を受講、12月の試験合格を経て、院内
ICSが誕生します。
1.対象：当院で勤務する医療従事者（職種は問
わない）＊外部委託事業所職員の受講可

2.講義スケジュール：6月～11月の毎月一回1
講義、計6項目の講義を受講

医療安全対策室　副看護師長
感染管理認定看護師
岩田　知子

院内感染防止対策
認定スタッフ育成制度紹介
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　患者が医療機関等で原疾患以外に細
菌、ウイルス、真菌等に曝露される結果引
き起こされる感染のこと。曝露の原因とし
て、医療従事者の手の汚染、環境表面、患
者同士の接触、カテーテルの挿入および
留置などが挙げられる。

*医療関連感染
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3.講義内容：
①標準予防策・感染経路別予防策
②職業感染防止対策
③感染防止技術
④微生物の基礎知識
⑤感染症発生時の対応
⑥洗浄・消毒・滅菌

4.受験資格：6項目の講義を全て受講した者
5.試　　験：12月に筆記実技試験合格者
6.認定条件：試験に合格し、かつ病院長に承認
された者
7.認定証授与式：病院長から認定証とバッジを
授与され、「各職域で感染防止対策のリー
ダー的役割を果たせるよう活躍を期待する」
と暖かくも厳しい激励を受けます。

8.認定後の役割
　感染防止対策の役割モデル、将来はリンクス
タッフや感染防止対策チームの一員となる。

2年間を振り返って
　受講生の講義を受ける姿や試験に真剣に挑
む姿に、主催者側は清々しい感動を覚え、心か
ら身の引き締まる思いです。
　受講生の皆さんに全講義終了後、感染防止
対策への思いや取り組みたいことを訊ねていま
す。その中で「当初は感染に対する漠然とした不
安や、ピンと来ないなという思いがあったが、受
講したことで感染防止対策を正しく実施すれば
感染を防ぐことができる！自分が担当する患者
さんは自分が守る！という気持ちになった」とい
う言葉を聴くことができ、本当に嬉しく心強く思
います。

今後の展望
　鳥取市立病院に院内ICSバッジを付けた職
員で一杯にすることが夢です。もちろんバッジが
増えるだけでなく、感染防止対策遵守率の向
上、感染率の低減、アウトブレイクの阻止等に
着実に反映できることを目指します。その為に、
自身が患者を守るという院内ICSの思いを知識
と技術に換えて臨床現場で展開できるよう、教
育継続計画を立案中です。

講師陣

講義風景

認定証授与式

誇らしげな表情の初代ＩCSたち
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診療紹介

診療部長　麻酔科

樋口　智康

麻酔科

はじめに
　みなさんが手術を受けているあいだ、血圧と脈拍に
気を配り、呼吸を調節し、痛みがないよう工夫をし続け
る人がいます。そしてときには無防備なみなさんの代弁
者となって執刀医に警告を行うこともあります。
　それが私たち麻酔科医です。
　最近はテレビドラマなどで認知されるようになってき
ましたが、その役割についてご存じでない方も多いと思
います。麻酔科医は手術中の麻酔はもちろんのこと、集
中治療、救急医療、ペインクリニック（痛みの外来）など
で活躍しています。当院には日本麻酔科学会が認定す
る麻酔科専門医をふくむ4名の麻酔科常勤医が診療に
あたっています。鳥取県は人口あたりの麻酔科医の数
が最上位の県のひとつで、その意味では恵まれた医療
環境にあるといえますが、麻酔科がカバーする領域は
ますます広がっており、決してマンパワーが十分とはい
えないのが現状です。ここではそうした私たち麻酔科医
の役割についてご紹介したいと思います。

手術室の中で
　当院で行われる年間およそ3,400件の手術のうち、
全身麻酔と脊髄くも膜下麻酔（脊椎麻酔）で行われる
およそ1,900件の手術の麻酔を私たち麻酔科が担当し
ています。
　麻酔とは、単に眠らせる、あるいは痛み止めの注射を
するだけではありません。手術前から患者様の体の状
態を把握して麻酔方法の計画を立て、手術中はたえず
患者様の状態を監視し、血圧と脈拍を整え、体中に酸
素を送るために呼吸を整え、手術後も痛みを和らげ快
適に過ごして頂くための工夫をします。このように麻酔

中は生命維持に必要な呼吸・循環をすべて麻酔科医にゆだねることになります。したがって麻酔は文字
通り直接患者様の命を預かる仕事といえます。私たち麻酔科医は、主治医と比べれば患者様と接する期
間は大変短いのですが、手術を安全で快適に受けていただけるよう常に「一期一会」の精神で診療にあ

たっています。
　全国的には麻酔科医不足のため、麻酔経験のある他科の医師が全身麻酔を行う病院がいまだに数多
くあるのが現状ですが、これは安全上大きな問題です。当院では全身麻酔はすべて麻酔科医が行います。
当院のように麻酔科専門医が常勤する病院で、麻酔中に何らかの原因で死亡する確率はおよそ10万件
に1件であることがわかっています。この数字はすべての医療行為の中でも最も安全な部類に入ります。
それでも患者様から「麻酔がこわいです。」と言われればその気持ちも理解できます。私はいつもこのよう
にお答えしています。「確かにそうでしょう。でもだからこそ私たち麻酔科医がいるのです。」
　手術はまさにチーム医療です。執刀医、麻酔科医、手術室看護師のほか、臨床工学技士、臨床検査技
師などの力も必要とします。この中で麻酔科医はチーム
の司令塔の役割を果たします。これらの手術スタッフを
野球チームにたとえると、麻酔科医は捕手のような役
割だと考えています。優れた捕手は打者の状態を把握
し、フィールド全体を見渡し、野手（看護師、技師など）
と連携をとりながら的確に指示を送り、投手（執刀医）
が力を十分に発揮できるよう環境を整え、チームで力
をあわせて疾患とたたかいます。
　このように私たち麻酔科医は「手術室の安全を守る
チームリーダー」としての役割を担っています。

手術室の外へ
　呼吸・循環などが急性機能不全におちいった患者様の治療を集中的に行うことを集中治療といいま
す。私たち麻酔科医は呼吸管理・循環管理の専門家でもあります。この知識と経験を生かして、集中治療
室（ICU）における重症患者様の治療にあたります。集中治療を必要とする病態とは、①意識障害、②急
性呼吸不全、③急性循環不全、④急性薬物中毒、⑤重症感染症、⑥重篤な代謝障害（肝不全、腎不全な
ど）、⑦広範囲の熱傷、⑧大手術後、⑨心肺蘇生後、⑩重症外傷などです。
　当院ではマンパワーの問題もあり、集中治療専従医はおりませんが、各科専門医と協力してこれら重
症患者様の治療にあたっています。
　このように私たち麻酔科医は手術室の外でも「重症患者管理のスペシャリスト」としての役割を担って
います。

病院全体において
　現在の麻酔科専門医はかつて、「麻酔指導医」と呼ばれていました。これは医師を指導する立場にある
ことを示すもので、生命維持に必要な呼吸・循環管理の基本を身につけるうえで、麻酔科医はこれまで指
導的役割を果たしてきました。
　現在の臨床研修制度では、医師免許取得後2年間にわたり、数ヶ月ごとに主要科を実習することが義
務づけられていますが、麻酔科もその研修科目のひとつに指定されています。当院には毎年2～4名の初
期研修医がやって来ます。当院の研修カリキュラムでは、彼らはまず3ヶ月の麻酔科研修を行うことに
なっています。ここで静脈路確保、気道確保といった生命維持のための基本手技を身につけ、麻酔管理を
通じて呼吸・循環管理などを学んでいくのです。その後、内科・外科など各科の研修を行います。正しく確

実な基本手技をまず最初に身につけてほしいという考え
から、当院ではこうした研修カリキュラムとしています。
　また、当院では本年より「院内救急対応システム」を立
ち上げました。これはとくに入院患者様において、容態の
急変を未然に防ぐために、患者様の血圧・脈拍・呼吸な
どに何らかの懸念・異常が生じた時点で治療的介入を
行う応援体制のことです。ここでも麻酔科は運営責任科
として必要に応じて対応にあたります。
　さらに、病院職員を対象とした心肺蘇生講習会を開
き、心肺蘇生法の指導・普及にも努めております。
　このように私たち麻酔科医は、病院全体における「命の番人」としての役割も担っています。

そして地域社会へ
　みなさんがもし急な病気やけがで119番通報をしますと、救急車で救急救命士や救急隊員がやって
来ます。彼らはただ病院に運ぶだけでなく、病気やけがの
状態を観察し、必要に応じて応急処置を施して搬送しま
す。これらの応急処置の中には法律上、医師による指示
が必要なものもあり、医師による指導や事後検証が求め
られます。このように救急救命士による救急活動の質を
医学的に確保・向上するための体制をメディカル・コント
ロールといいます。当院ではこのメディカル・コントロー
ルにおいても麻酔科が大きく関わっています。
　救急救命士が、心肺停止状態の患者様に気管挿管
（気管に呼吸のための管を挿入すること）を行うために
は、病院での実習が義務づけられています。当院では毎年2名の救急救命士を受け入れ、手術室で麻酔
科医の指導のもとに気管挿管実習を行っています。このときには手術を受ける患者様には説明と同意の
もとで行わせていただいております。みなさまのご協力に心より感謝申し上げます。
　また、救急救命士・医師・看護師らを交えて年数回、救急症例検討会を行い、当院への搬送症例にお
ける救急活動の適否について検討し、医学的知識を学ぶ機会を設けています。
　私たちは、救急救命士の知識と技術の向上が、現場での救命処置の質を高め、患者様の救命率の向
上につながると考えています。私たち麻酔科医は、「市民の生命を守る縁の下の力持ち」として地域社会
に貢献したいと考えております。

麻酔科外来

全身麻酔管理
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はじめに
　みなさんが手術を受けているあいだ、血圧と脈拍に
気を配り、呼吸を調節し、痛みがないよう工夫をし続け
る人がいます。そしてときには無防備なみなさんの代弁
者となって執刀医に警告を行うこともあります。
　それが私たち麻酔科医です。
　最近はテレビドラマなどで認知されるようになってき
ましたが、その役割についてご存じでない方も多いと思
います。麻酔科医は手術中の麻酔はもちろんのこと、集
中治療、救急医療、ペインクリニック（痛みの外来）など
で活躍しています。当院には日本麻酔科学会が認定す
る麻酔科専門医をふくむ4名の麻酔科常勤医が診療に
あたっています。鳥取県は人口あたりの麻酔科医の数
が最上位の県のひとつで、その意味では恵まれた医療
環境にあるといえますが、麻酔科がカバーする領域は
ますます広がっており、決してマンパワーが十分とはい
えないのが現状です。ここではそうした私たち麻酔科医
の役割についてご紹介したいと思います。

手術室の中で
　当院で行われる年間およそ3,400件の手術のうち、
全身麻酔と脊髄くも膜下麻酔（脊椎麻酔）で行われる
およそ1,900件の手術の麻酔を私たち麻酔科が担当し
ています。
　麻酔とは、単に眠らせる、あるいは痛み止めの注射を
するだけではありません。手術前から患者様の体の状
態を把握して麻酔方法の計画を立て、手術中はたえず
患者様の状態を監視し、血圧と脈拍を整え、体中に酸
素を送るために呼吸を整え、手術後も痛みを和らげ快
適に過ごして頂くための工夫をします。このように麻酔

中は生命維持に必要な呼吸・循環をすべて麻酔科医にゆだねることになります。したがって麻酔は文字
通り直接患者様の命を預かる仕事といえます。私たち麻酔科医は、主治医と比べれば患者様と接する期
間は大変短いのですが、手術を安全で快適に受けていただけるよう常に「一期一会」の精神で診療にあ

たっています。
　全国的には麻酔科医不足のため、麻酔経験のある他科の医師が全身麻酔を行う病院がいまだに数多
くあるのが現状ですが、これは安全上大きな問題です。当院では全身麻酔はすべて麻酔科医が行います。
当院のように麻酔科専門医が常勤する病院で、麻酔中に何らかの原因で死亡する確率はおよそ10万件
に1件であることがわかっています。この数字はすべての医療行為の中でも最も安全な部類に入ります。
それでも患者様から「麻酔がこわいです。」と言われればその気持ちも理解できます。私はいつもこのよう
にお答えしています。「確かにそうでしょう。でもだからこそ私たち麻酔科医がいるのです。」
　手術はまさにチーム医療です。執刀医、麻酔科医、手術室看護師のほか、臨床工学技士、臨床検査技
師などの力も必要とします。この中で麻酔科医はチーム
の司令塔の役割を果たします。これらの手術スタッフを
野球チームにたとえると、麻酔科医は捕手のような役
割だと考えています。優れた捕手は打者の状態を把握
し、フィールド全体を見渡し、野手（看護師、技師など）
と連携をとりながら的確に指示を送り、投手（執刀医）
が力を十分に発揮できるよう環境を整え、チームで力
をあわせて疾患とたたかいます。
　このように私たち麻酔科医は「手術室の安全を守る
チームリーダー」としての役割を担っています。

手術室の外へ
　呼吸・循環などが急性機能不全におちいった患者様の治療を集中的に行うことを集中治療といいま
す。私たち麻酔科医は呼吸管理・循環管理の専門家でもあります。この知識と経験を生かして、集中治療
室（ICU）における重症患者様の治療にあたります。集中治療を必要とする病態とは、①意識障害、②急
性呼吸不全、③急性循環不全、④急性薬物中毒、⑤重症感染症、⑥重篤な代謝障害（肝不全、腎不全な
ど）、⑦広範囲の熱傷、⑧大手術後、⑨心肺蘇生後、⑩重症外傷などです。
　当院ではマンパワーの問題もあり、集中治療専従医はおりませんが、各科専門医と協力してこれら重
症患者様の治療にあたっています。
　このように私たち麻酔科医は手術室の外でも「重症患者管理のスペシャリスト」としての役割を担って
います。

病院全体において
　現在の麻酔科専門医はかつて、「麻酔指導医」と呼ばれていました。これは医師を指導する立場にある
ことを示すもので、生命維持に必要な呼吸・循環管理の基本を身につけるうえで、麻酔科医はこれまで指
導的役割を果たしてきました。
　現在の臨床研修制度では、医師免許取得後2年間にわたり、数ヶ月ごとに主要科を実習することが義
務づけられていますが、麻酔科もその研修科目のひとつに指定されています。当院には毎年2～4名の初
期研修医がやって来ます。当院の研修カリキュラムでは、彼らはまず3ヶ月の麻酔科研修を行うことに
なっています。ここで静脈路確保、気道確保といった生命維持のための基本手技を身につけ、麻酔管理を
通じて呼吸・循環管理などを学んでいくのです。その後、内科・外科など各科の研修を行います。正しく確

実な基本手技をまず最初に身につけてほしいという考え
から、当院ではこうした研修カリキュラムとしています。
　また、当院では本年より「院内救急対応システム」を立
ち上げました。これはとくに入院患者様において、容態の
急変を未然に防ぐために、患者様の血圧・脈拍・呼吸な
どに何らかの懸念・異常が生じた時点で治療的介入を
行う応援体制のことです。ここでも麻酔科は運営責任科
として必要に応じて対応にあたります。
　さらに、病院職員を対象とした心肺蘇生講習会を開
き、心肺蘇生法の指導・普及にも努めております。
　このように私たち麻酔科医は、病院全体における「命の番人」としての役割も担っています。

そして地域社会へ
　みなさんがもし急な病気やけがで119番通報をしますと、救急車で救急救命士や救急隊員がやって
来ます。彼らはただ病院に運ぶだけでなく、病気やけがの
状態を観察し、必要に応じて応急処置を施して搬送しま
す。これらの応急処置の中には法律上、医師による指示
が必要なものもあり、医師による指導や事後検証が求め
られます。このように救急救命士による救急活動の質を
医学的に確保・向上するための体制をメディカル・コント
ロールといいます。当院ではこのメディカル・コントロー
ルにおいても麻酔科が大きく関わっています。
　救急救命士が、心肺停止状態の患者様に気管挿管
（気管に呼吸のための管を挿入すること）を行うために
は、病院での実習が義務づけられています。当院では毎年2名の救急救命士を受け入れ、手術室で麻酔
科医の指導のもとに気管挿管実習を行っています。このときには手術を受ける患者様には説明と同意の
もとで行わせていただいております。みなさまのご協力に心より感謝申し上げます。
　また、救急救命士・医師・看護師らを交えて年数回、救急症例検討会を行い、当院への搬送症例にお
ける救急活動の適否について検討し、医学的知識を学ぶ機会を設けています。
　私たちは、救急救命士の知識と技術の向上が、現場での救命処置の質を高め、患者様の救命率の向
上につながると考えています。私たち麻酔科医は、「市民の生命を守る縁の下の力持ち」として地域社会
に貢献したいと考えております。

手術室スタッフ
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はじめに
　みなさんが手術を受けているあいだ、血圧と脈拍に
気を配り、呼吸を調節し、痛みがないよう工夫をし続け
る人がいます。そしてときには無防備なみなさんの代弁
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　それが私たち麻酔科医です。
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ましたが、その役割についてご存じでない方も多いと思
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中治療、救急医療、ペインクリニック（痛みの外来）など
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ますます広がっており、決してマンパワーが十分とはい
えないのが現状です。ここではそうした私たち麻酔科医
の役割についてご紹介したいと思います。
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およそ1,900件の手術の麻酔を私たち麻酔科が担当し
ています。
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するだけではありません。手術前から患者様の体の状
態を把握して麻酔方法の計画を立て、手術中はたえず
患者様の状態を監視し、血圧と脈拍を整え、体中に酸
素を送るために呼吸を整え、手術後も痛みを和らげ快
適に過ごして頂くための工夫をします。このように麻酔
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間は大変短いのですが、手術を安全で快適に受けていただけるよう常に「一期一会」の精神で診療にあ

たっています。
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くあるのが現状ですが、これは安全上大きな問題です。当院では全身麻酔はすべて麻酔科医が行います。
当院のように麻酔科専門医が常勤する病院で、麻酔中に何らかの原因で死亡する確率はおよそ10万件
に1件であることがわかっています。この数字はすべての医療行為の中でも最も安全な部類に入ります。
それでも患者様から「麻酔がこわいです。」と言われればその気持ちも理解できます。私はいつもこのよう
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の司令塔の役割を果たします。これらの手術スタッフを
野球チームにたとえると、麻酔科医は捕手のような役
割だと考えています。優れた捕手は打者の状態を把握
し、フィールド全体を見渡し、野手（看護師、技師など）
と連携をとりながら的確に指示を送り、投手（執刀医）
が力を十分に発揮できるよう環境を整え、チームで力
をあわせて疾患とたたかいます。
　このように私たち麻酔科医は「手術室の安全を守る
チームリーダー」としての役割を担っています。
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ど）、⑦広範囲の熱傷、⑧大手術後、⑨心肺蘇生後、⑩重症外傷などです。
　当院ではマンパワーの問題もあり、集中治療専従医はおりませんが、各科専門医と協力してこれら重
症患者様の治療にあたっています。
　このように私たち麻酔科医は手術室の外でも「重症患者管理のスペシャリスト」としての役割を担って
います。

病院全体において
　現在の麻酔科専門医はかつて、「麻酔指導医」と呼ばれていました。これは医師を指導する立場にある
ことを示すもので、生命維持に必要な呼吸・循環管理の基本を身につけるうえで、麻酔科医はこれまで指
導的役割を果たしてきました。
　現在の臨床研修制度では、医師免許取得後2年間にわたり、数ヶ月ごとに主要科を実習することが義
務づけられていますが、麻酔科もその研修科目のひとつに指定されています。当院には毎年2～4名の初
期研修医がやって来ます。当院の研修カリキュラムでは、彼らはまず3ヶ月の麻酔科研修を行うことに
なっています。ここで静脈路確保、気道確保といった生命維持のための基本手技を身につけ、麻酔管理を
通じて呼吸・循環管理などを学んでいくのです。その後、内科・外科など各科の研修を行います。正しく確

実な基本手技をまず最初に身につけてほしいという考え
から、当院ではこうした研修カリキュラムとしています。
　また、当院では本年より「院内救急対応システム」を立
ち上げました。これはとくに入院患者様において、容態の
急変を未然に防ぐために、患者様の血圧・脈拍・呼吸な
どに何らかの懸念・異常が生じた時点で治療的介入を
行う応援体制のことです。ここでも麻酔科は運営責任科
として必要に応じて対応にあたります。
　さらに、病院職員を対象とした心肺蘇生講習会を開
き、心肺蘇生法の指導・普及にも努めております。
　このように私たち麻酔科医は、病院全体における「命の番人」としての役割も担っています。

そして地域社会へ
　みなさんがもし急な病気やけがで119番通報をしますと、救急車で救急救命士や救急隊員がやって
来ます。彼らはただ病院に運ぶだけでなく、病気やけがの
状態を観察し、必要に応じて応急処置を施して搬送しま
す。これらの応急処置の中には法律上、医師による指示
が必要なものもあり、医師による指導や事後検証が求め
られます。このように救急救命士による救急活動の質を
医学的に確保・向上するための体制をメディカル・コント
ロールといいます。当院ではこのメディカル・コントロー
ルにおいても麻酔科が大きく関わっています。
　救急救命士が、心肺停止状態の患者様に気管挿管
（気管に呼吸のための管を挿入すること）を行うために
は、病院での実習が義務づけられています。当院では毎年2名の救急救命士を受け入れ、手術室で麻酔
科医の指導のもとに気管挿管実習を行っています。このときには手術を受ける患者様には説明と同意の
もとで行わせていただいております。みなさまのご協力に心より感謝申し上げます。
　また、救急救命士・医師・看護師らを交えて年数回、救急症例検討会を行い、当院への搬送症例にお
ける救急活動の適否について検討し、医学的知識を学ぶ機会を設けています。
　私たちは、救急救命士の知識と技術の向上が、現場での救命処置の質を高め、患者様の救命率の向
上につながると考えています。私たち麻酔科医は、「市民の生命を守る縁の下の力持ち」として地域社会
に貢献したいと考えております。

診療紹介

初期研修医の麻酔科研修指導

救急救命士気管挿管実習

東部広域救急隊との
　　　　　症例検討会
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診療主任部長　外科
小寺　正人

外科
　 乳腺外来
　鳥取市立病院では、主に乳がん検診で要精査となっ
た方や、乳房にしこりなどの症状のある方を対象に、乳
腺外来で診療を行っています。予約制で毎週火曜日と
金曜日の午後に乳がん専門医が診察します。

　初診時は、診察、マンモグラフィー（乳房X線撮影）、
乳腺エコーを行います。マンモグラフィー装置は2014
年3月に導入された最新型で、撮影後フィルムに現像
することなくただちにモニターで確認、診断することが
可能です。また、撮影はできるだけ女性技師が行なうよ
うに配慮しています。　
　乳腺エコーは日本超音波医学会認定の超音波検査
士（体表臓器）2名を含む女性技師4名で行なっていま
す。2013年に導入された装置は、通常のBモード走査
に加え、いまや乳腺エコーに不可欠なエラストグラ
フィー、造影エコーにも対応しています。
　エコーで乳腺に異常が見つかれば、その日のうちに、
穿刺吸引細胞診、針生検など必要な病理検査を行なう
ことが可能です。乳腺の石灰化など上記検査では診断
困難な場合、後日画像ガイド下吸引式針生検
（VACORA ®）を行うこともあります。
　精査の結果異常がなかった方は、引き続き乳がん検
診を受けていただくことを勧めますが、自己触診の指導
も行なっています。希望者には自己触診モデルを用いて
熟練看護師が指導していますので、気軽にお申し付け
ください。
　残念にも乳がんが見つかった方は手術などの治療
が必要になります。
　治療法や治療費など心配のある方は、がん総合支援
センターのスタッフ（看護師、ソーシャルワーカーを含
む）が相談を受け付けています。また標準的治療法を自
分で確認したい方には、売店で乳がん診療ガイドライ
ンを販売しています。どうぞご利用ください。

外科外来受付

診療紹介

マンモグラフィーと乳房X線画像
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　手術治療が終わって外来通院中の方で、肩の動きの
回復が不十分な方には作業療法士による外来リハビ
リテーションを、リンパ浮腫が生じた方にはリンパ浮腫
外来を用意しています。また、通院での抗がん剤治療
は、専用スペースである2階の外来化学療法室で行な
います。認定看護師や認定薬剤師が医師の説明でわか
りにくかったところを補足したり、質問や要望に対応し
ています。
　このように、乳がんの診療には様々なスタッフの協力
が欠かせず、病院としての総合力が反映される分野と
言えます。

　日本の乳がんの死亡率は1950年に10万人あたり
3.3人でしたが、減少に転じた欧米とは対照的にその
後も上昇を続け、2011年には19.7人と過去最高を記
録しました。食生活の欧米化や、初産年齢の上昇、出産
しない人の増加などが背景にあるといわれています。
　しかし、12年に19.4人と、初めて減少に転じました。
マンモグラフィー検診の導入や、抗がん剤治療の進歩
などの効果といわれています。検診受診率はまだ30％
台と低く、受診率が上がれば、さらに死亡率は下がるこ
とが期待されます。鳥取市立病院では、乳腺外来が受
診しやすい環境となるようスタッフ一同努力していきま
す。

診療紹介

女性技師スタッフ一同

外科外来診察室

超音波エラストグラフィ

センチプローブによる術中検査
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　そもそも、看取りには、無力感が有る。見て（手を）取ることしかできないのだ。絶対的に避けら
れない「死」に対してできることは、基本的には諦観（黙って運命を受け入れる）である。過去に
は、それは長い時間ではなかった。「いよいよだめらしい」ということで、家族親戚が集まって、ベッ
ドサイドで手を取り見守るなか、患者は、一晩か長くても数日で息を引き取っていった。不幸にし
て若くして病や怪我で倒れる、という事でなければ、老人がそういう死を遂げる事は、自然な事
でもあった。現在の我々は、その時代からどれほど隔たっただろうか？技術が進み、様々なデバイ
スをつける事で、患者の心臓の鼓動が止まるのを、伸ばすことができるようになった。それはよい
事である反面、調和的な看取りの図を壊す事にも繋がってしまった。いつまで生かすのか？人の
死に時はいつだろうか？
　看取りを決定するのは、患者に意志が無い場合は、家族である。患者家族は、長生きしてほし
い、しかし苦しんでほしくない、などの様々な感情を持っているし、またそれとは別に一般的な社
会常識に沿いたいと思っている。また同時に、命の終焉に対して、宗教や哲学など生命倫理の観
点から、どうするのが理想的なのかを考える。このように、看取りを決定するのは感情的、実践
的、理想的の３つの視点が有る。その折り合いを付ける事が、求められている。

　実践的視点に関しては、病院という実践の場で、一般的なコンセンサス＝慣習がだんだん
と作り上げられていくだろう。例えば、現在、意識の回復の見込みのない患者に延命措置を取る
事はあまりなく、「延命しない」方針が多い。慣例化すれば、感情面や理想面で齟齬が生じない限
りは、慣例に従って、同じような看取り方を選択していくようになるだろう。実践する側（患者家
族と病院）としてはこれが正しいやり方だと思っているのだが、その正しさは、しかし時代と共に
遷り変わるかもしれない。

　理想的な死に方については、これは哲学的問題であり、考える事で追求していくことができ
る。理想的な死に方とは、人間の尊厳が最大限に保証される死に方である。人間らしく死なせて
あげたい。人間らしいとは？例えば、ＳＦのように、奇怪な装置をつけて生かし続ける事が可能だ
としても、それは人間の尊厳を貶めるものであり、人間らしく死ぬ機会を奪われたともいえるだろ
う。だが実は、それも、考え方次第だ。宗教が違えば、理想もかわる。輸血をするより死んだ方が
人間の尊厳が保たれるという宗教も有る。輸血は許容できても、胃瘻は？人工呼吸器は？人間ら
しく有りたいと言っても、様々なラインがある。あるいは、末期がん患者で、鎮痛薬で意識が朦朧
となるよりは、痛くても最後までクリアでいたいと考える人もいるだろうし、その逆もいる。まさ
に、人それぞれ。だが、いまは理想を語っている。理想は、恒久的真理を志向する。人それぞれで
は、一歩も進んだことにはならない。それぞれが、自分自身の理想を追求するしかない。

　感情的な視点に関しては、もっとも難しいであろう。もし様々な感情がわき起こって、収拾が
つかなくなれば、どうすればいいのか。意外に思われるかもしれないが、感情は論理に沿うもの
である。理路整然と考えていけば、暴れ川が治水工事で手なずけられ、整然と水路を流れていく
ように、感情もその落としどころを見つけることができるかもしれない。最終的には、患者にとっ
て最もいい方法を選択した、と自信を持つ事が、落ち着きをもたらす。
　死んで逝く者への気持ち、人間一般としての理想的な死に方。我々は、日頃からこういう事を
考えていなければならない。これは、誰かが考えて答えを出してくれることではなく、自分で考えて
納得しなければならない、悟りのようなものである。

診療部長　総合診療科
松岡　孝至

看取りを考える⑹特別
企画



　鳥取市佐治町国民健康保険診療所は夜間の
無医地区の解消と地域医療の充実を目的に、
1978年に歯科、1990年に医科が開設されまし
た。佐治町は2004年に鳥取市へ編入されるま
で最も人口の少ない自治体でした。そして現在、
人口約2200人、高齢化率41％、高齢者のうち
後期高齢者が65％であり、全世帯のうち約
20％が高齢者独居という県内でも最も高齢化
の進んだ地域です。私は初期研修終了後、智頭
病院に3年間内科医として勤務し、平成25年度
から当診療所に勤務しています。「総合医」という
言葉にわけもわからず魅了されて自治医科大学
に入学し、その授業や実習で出会う「地域医療」
や「在宅医療」、「診療所の医療」に正体不明の魅
力を感じておりましたが、気が付けば自分が診
療所に勤務し、それを実践する立場になってい
ます。自分がどれだけ患者さんの力になれている
のか、まだまだ自信は持てませんが、この地域の
人々の温かい人柄と医師に対する期待に触れ、
あらためてそのやりがいと共に、地域の医療をあ
ずかる責任の大きさを感じています。
　鳥取市立病院と当診療所は共に鳥取市設置
の医療機関であり、密接な関係にあります。例え
ば佐治診療所では市立病院初期研修医の地域
医療研修を受け入れています。外来研修、訪問
診療・往診研修、福祉施設での研修、訪問リハビ
リへの同行、多職種カンファレンスへの参加など

を行っています。ちょっと変わったプログラムとし
て「腰痛体験(農業体験)」があります。「腰痛体
験」は朝から夕方まで農家さんと共に農作業を
するという研修です。

　　

この研修は私自身が診療所に赴任し、当地域に
変形性膝関節症や変形性腰椎症による疼痛を
訴えられる患者さんが多く、そのことが梨の袋か

「腰痛体験」で梨の袋かけをする研修医

医科スタッフと研修医

診療所紹介地 域 連 携

医科　櫻井　重久 医長
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けという腰や膝への負担が大きい作業と関連し
ていることを知ったことから着想したものです。
一緒に農作業を行う事で、自らの身体を通して当
地域での生活スタイルを理解し、その作業中の
会話から価値観や人生観を学ぶことは、ともす
れば同業者以外の価値観に触れることの少ない
我々医療者の「患者」や「疾病」に対するイメージ
を変えてくれるかもしれない、研修医さんにその
ような経験をしてほしいとの思いを込めて企画
しました。例えば変形性腰椎症の患者さんに出
会ったとき、腰痛が生活に及ぼす影響や心理的
な影響まで考えが及べば、「ただの腰痛」と捉え
たときよりも豊かな対応が可能になるだろうと
思います。この体験から研修医さんはそれぞれに
様々なことを感じ、学んで下さっています（そして
私自身もそこからたくさんの事を教えてもらいま
す）。今後このような経験をした研修医さんが佐
治の患者さんに出会ったとき、その顔の向こうに
梨畑が見えたらいいなと思います。

　また、平成25年11月から週1回、市立病院リ
ハビリテーション部の理学療法士さんにお越し
いただき、訪問リハビリを行っています。
在宅療養されている患者さんの中にはリハビリ
が必要な方もありますが、今まで当地域にはリハ

ビリ環境が全くなく、またADLや交通手段の問
題から通所リハは現実的に不可能な場合が多
く、自宅で少しずつ廃用が進んでいく事例も少な
からずありました。訪問リハビリでは、理学療法
士さんが実際に自宅の構造や自宅での生活習慣
を理解したうえで実施してくださいますので、そ
れぞれの患者さんに合った訓練ができます。福
祉用具の選定を含め、生活スタイルを考慮した
環境調整や、家族も含めた指導の効果もあり、訪
問リハビリ利用患者さんの「できること」が確実
に増えており、利用患者さんからは大変喜ばれて
います。リハビリ後にできるようになったことをい
きいきと語る患者さん達を見て、私達スタッフも
大変ありがたく感謝しております。
　この地域には診療所への受診すら困難を伴う
患者さんも多くおられ、ましてや病院を受診する
移動手段の乏しい方もおられますので、なるべく
診療所で完結させてあげたいのですが、どうして
も判断がつかない場合や、緊急の対応、また高度
な対応が必要な場合は、総合病院の先生方にお
願いせざるを得ません。そのような場合、市立病
院の先生方はいつも迅速に、適切に対処してくだ
さり、患者さんと共に大変感謝しております。市
立病院は、まさに地域の頼れる総合病院であり、
当診療所も当地域の患者さんも、今後益々お世
話になることと思います。よろしくお願いします。

佐治診療所医科スタッフ

市立病院理学療法士による
訪問リハビリテーション
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6階西病棟看護師長
浅田恵須美

多目的カンファレンス室開設

はじめに
　鳥取県の高齢化率は26.3％で全国平均を上
回っており、2025年以降は一段とその傾向が強
まると言われています。高齢者医療の対応として
当院6階西病棟は2010年9月より地域支援・緩
和病床の病棟として主に非がん疾患の高齢者患
者に、急性期医療や退院支援を行ってきました。
しかし当院はがん診療連携拠点病院でもあり、
がん・非がんを問わず全人的医療を提供しよう
と、2013年10月より、6階の二つの病棟をひと
つのフロアとして捉え、地域ケア病棟として運用
を開始しました。
（6東を主にがん病棟・6西を主に非がん病棟）

　多くの高齢者が退院後は出来る限り、住み慣
れた自宅や地域で暮らし続けたいと願っていま
す。国が在宅医療と地域包括ケアシステムを推進
し、医療が病院中心から地域・在宅へシフトする
中、地域のスタッフの方 と々のカンファレンスを積
極的に行い、退院後も切れ目のないケアが継続
できるよう連携を取って行きたいと考えています。

多目的カンファレンス室開設
　　　　　　　　　　 （平成26年５月）
　非がん疾患は臨床経過が長期にわたるため、
居宅サービス施設、介護施設、病院などの施設を
繰り返し利用して生活をして行くことが必要とな
ります。切れ目のないケアを継続するためには当
院のスタッフや地域のスタッフの方 と々の情報共
有や円滑な連携が重要です。6階西病棟における
退院支援に関連した退院前カンファレンスや実
態調査等の件数は、平成24年度：36件、平成25
年度：37件でした。今後はこれらのカンファレン
スの必要性が
高まり、増加し
ていくことが
予測され会場
確保のために
6階に新たに

多目的カンファレンス室

６階西病棟スタッフ

地域ケア病棟のコンセプト

シリーズ　地域ケア病棟から　②

多目的カンファレンス室開設



多目的カンファレンス室を設けました。
　ここでは地域のスタッフの方々との情報交換
を積極的に行い、患者・家族の生活を支える話し
合いを行う他、ケースカンファレンスを週に1回、
勉強会を月に1回、地域ケア委員会を月1回開催
しています。また今年度、メディカルソーシャル
ワーカー（以下MSW）が地域ケア病棟に専属配
置となりました。病院スタッフと地域のスタッフ
の方々との橋渡し役となって積極的に取り組ん
だ結果、多目的カンファレンス室開設から1か月
間で35件のカンファレンスが行われました。今
後もこの多目的カンファレンス室で「顔の見える
連携」から「信頼できる連携」へと繋がる地域連
携を行っていきたいと思っています。

これからの取り組み
　当院は固定チームナーシングという看護方式
を行っており、受け持ち看護師が患者の入院か
ら退院まで責任を持って継続した看護を行って
います。受け持ち看護師は医師、病棟薬剤師、
MSWとの包括的ケアの実践に加えて専門チー
ム「退院支援」「口腔ケア」「栄養サポート」「リハ
ビリ（ST、OT、PT）「皮膚・排泄」「呼吸療法」「感
染対策」「緩和」からの提案をコーディネートして
看護の実践をしています。今後はもっと看護師側
から情報を発信して各専門チームへアドバイス
やサポートしていくチーム医療を行っていきたい
と思っています。
　また、当院では在宅医療を推進していく中、退
院前カンファレンスの充実ばかりではなく、平成
25年10月より退院後の自宅へ訪問する在宅後
カンファレンスに取り組んでいます。参加者は在
宅医、訪問看護師、ケアマネージャー、病院担当
医、病棟看護師、病棟MSW、専門チームなどで
す。これにより退院前後の問題点や改善点、今後
の連携の在り方などの気付きが得られています。
現在までに5件の実績があり、今後も退院後の
切れ目ないケアが継続できるよう努めて行きた
いと思います。

終わりに
　医療が病院中心から地域・在宅へとシフトし
行く中で、6階西病棟は主に非がん患者を対象
とした地域ケア病棟としての役割を果たすべく、
専門チームと共に患者・家族の暮らしを支える
ケアを提供し、高齢者が出来る限り住み慣れた
地域で暮らしていけるよう、カンファレンスを通し
て地域との連携を強化して患者・家族に寄り
添った退院支援を行います。

地域ケア病棟チームと専門チーム

足立地域医療
総合支援センター長

ケースカンファレンス

退院前カンファレンス
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35件

多目的カンファレンス室利用内訳（件）
（平成26年５月～６月）

退院前
カンファレンス
14

インフォームド
コンセント
11

認定調査
１

実体調査
２

面談
２

ケースカンファレンス
５
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初期臨床研修医（2年目）
森田　涼香

はじめに
　この春から研修医2年目となり、早3ヶ月が
経過しました。昨年の1年間で麻酔科・内科・
外科と一通り回りましたが、本当に1年目は怒
涛のように毎日が過ぎていき、あっという間に
終わった印象でした。2年目の今年はこれから
初期研修を終える1年後までに何を、またどれ
だけのことが出来なければいけないのか、自分
の目標に向けて何をしていけばいいのか、不安
と期待とが入り混じりいろんな意味で漠然と
している自分の状況に立ち返って、少しだけモ
ラトリアムのような心地で始まった2年めでし
た。しかし、小児科研修が始まると共に、いき
なり自分の未熟さに気づかされることとなり、
モチベーションがぐっと上昇しました。

小児科研修
　2年目の4月は小児科での研修を選択しま
した。小児科では初診から検査・診断・治療、
入院の適否、退院可能かどうかまで、もちろん
指導医に確認を取りながらですが、自分で診
ることができました。この1か月で小児科領域
特有の診療や考え方だけでなく、あらゆる要
素を踏まえた上で判断することの難しさや、そ
んな中で自分の受けるストレスを身に染みて
体感する中で、小児にかかわらず、診療を行う
ためにはもっとしっかりと場合分けした判断

指標となる知識を身につける必要があると痛
感しました。

地域研修
　5月は地域の3つの病院・診療所で研修を行
いました。地域研修では、智頭病院か岩美病
院のどちらかを2週間、一方を1週間、佐治診
療所を1週間の計4週間回ります。
　智頭病院は私が市立病院での研修を決め
たきっかけのひとつでしたので、2週間の研修
を選択しました。ここでは外来見学を中心に、
訪問診療・訪問看護なども同行させて頂きま
した。中でも印象に残っているのは、外来診療
の一コマです。患者さんから「血圧が高いのは
何に気を付けたらいいですか？」と聞かれた時
の院長先生のお言葉でした。「お醤油はかけて
食べますか？それなら小皿に少しだけ入れて
おいて、付けて食べるようにすると少量で済み
ますよ」また「市販のだしは塩分が高いのでだ
しは自分でとるようにしましょう」と患者さんが
実践しやすいアドバイスをされたことでした。

研修
医日
記②

初期研修医2年次研修スケジュール 

 

研修プロ
グラム

必修科
地域医療
（１ヶ月）

択選由自択選由自択選由自択選由自択選由自択選由自択選由自択選由自

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

定未科外脳科膚皮科線射放療医域地香涼田森
心臓外科
（鳥大）

未定

）月ヶ２（科外形整　科修必択選由自

４月

科外形整科児小
循環器内科
（鳥大）
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「塩分を控えましょう」のような漠然とした答え
でも、今いち実感のわかないグラム数でもあり
ませんでした。改めて考えるまでもないことな
のですが、まだお話を聴くことや診断・治療の
ことで手一杯な私には、はっとさせられる印象
的な場面でした。
　岩美病院では、組まれたスケジュールの中
の空いた時間に3年目の先生に指導していた
だきました。その先生からは人工呼吸管理や
栄養学、尿路感染症の考え方などを教わりま
した。網羅的に深く勉強されていて、それをど
う実臨床に活かすのか、や診療にあたって判
断に必要なことを先生ご自身がどう勉強され
たのかも教えて頂き、とても勉強になりました。
　佐治診療所では、さらに生活に寄り添った
医療や住民の皆さんの生活そのものに触れて
きました。病気ではないけれど困ったことを抱
えた方がよく来られ、そんな診察室での温かさ
から、先生と地域の方との距離の近さをとても
感じました。
　4週間という短い期間ではありましたが地
域研修を通してより生活に近い医療に触れる
ことができ、医師としての自分の10年後、20
年後を見据えて、まずこの1年後に向けて残り
の研修期間をどう過ごすか、どう勉強していく
のか、具体的に道筋を立てられたことが一番
の成果でした。

研修医レクチャー
　写真は毎週火曜日の早朝に行っている研修
医レクチャーで、最近私が担当した日の様子で
す。このレクチャーは研修医が一週間ごとに交
代して症例提示を行って、誘導しながら診断
に導いていくという形式をとっていますが、指
導する立場に立つということは、相応の学習が
必要となり、事前準備は大変ですが知識が身
についていくことを実感できます。

　これから1日1日少しずつ知識と経験を増や
して、こうした学習機会をどんどん積み重ねて
研修医のみんなで情報を共有し、成長してい
ければと思います。　

これから
　４月、５月で診療の難しさを知り、生活に即
した知識の重要性を知り、1年後のための勉
強法を学びました。２年目の始めを小児科・地
域病院・診療所で研修が出来て、本当に得る
ものが大きい２か月でした。
　現在、放射線科研修中で、画像診断を中心
に血管内治療などについて学んでいます。そし
て7月には皮膚科研修に入ります。さまざまな
科で研修したいと考えているため、新しく覚え
ることも多く息つく暇もないくらいですが、毎
日がとても充実しています。各科の先生方から
教わることを、少しも無駄にしないようにこれ
からの臨床で生かしていき、そして来年春には
自信をもって自分の歩むべき道に進みたいと
考えています。

研修医レクチャーの様子
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がん検診のすすめ
～命にかかわる大事な検診…
　　　忘れないでください～

がん検診のすすめ
～命にかかわる大事な検診…
　　　忘れないでください～

寄 稿

鳥取市保健医療福祉連携課長
竹内　一敏

　日本人の２人に１人ががんになり、3人に1人ががんで死ぬ時代・・・。がんは日本人の死因第1位であ
り、死亡数は年々増え続けています。鳥取市においても、がんは死因の第1位で全体の約3割を占め、毎年
約600人の鳥取市民ががんで命を落としています。

　鳥取市の部位別死亡者数は、1位肺がん、2位胃がん、3位大腸がんとなっています。特に肺がんは、平
成19年度から年々増加の一途をたどっています。　
　がんはほとんど自覚症状がないまま進行するため、がんの早期発見・早期治療のためには、症状がなく
ても定期的に「がん検診」を受けることが大切です。

がん
357,305
（28.5％）

心疾患
194,926
（15.6％）

脳血管疾患
123,867
（9.9％）

肺炎
124,749
（10.0％）

老衰 52,242
（4.2％）

不慮の事故 59,416
（4.7％）

自殺 28,896
（2.3％）

その他
311,665
（24.9％）

〈日本の死因別死亡者数〉（平成23年）

〈鳥取市の死因別死亡者数〉（平成23年）

死亡者数
1,253,066人

資料：厚生労働省「人口動態統計」

がん
639

（30.6％）

心疾患
322

（15.4％）脳血管疾患
204

（9.8％）

肺炎
150

（7.2％）

老衰 119
（5.7％）

不慮の事故 68
（3.3％）

自殺 54
（2.6％）

その他
530

（25.4％）

死亡者数
2,086人

資料：厚生労働省「人口動態統計」

〈がん死亡数推移（鳥取市）〉
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日本人の
３人に１人が

がんで亡くなって
います！

鳥取市も
３人に１人が

がんで亡くなって
います！
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　鳥取市で実施しているがん検診は、胃がん・肺がん・大腸がん・子宮がん・乳がんの5つです。この5つの
がん検診は、いずれも検診の有効性が証明されたものとなっています。

　鳥取市のがん検診受診率は、すべてのがん検診において、まだ30％以下で、3人に1人も受けていただ
いていないのが現状です。このため、鳥取市では、がん検診受診率の目標値を50％と定め、がん検診無
料クーポン券の配布や休日健診の実施、企業との連携など様々な取り組みをすすめています。今後も、が
ん検診の受診率向上対策やがん予防の啓発など、市民の皆様とともに、地域全体に広げていく取り組み
を進めてまいります。

『がん検診無料クーポン券』を使ってぜひ検診を！　
下記の年齢の人に、「がん検診無料クーポン券」を５月下旬に送付しています。

　無料で受けられる「５年に１度」のチャンスです！ぜひこの機会にご利用ください。

鳥取市で実施しているがん検診

種　類

胃 が ん 検 診

肺がん・結核検診

大 腸がん検診

子 宮 が ん 検 診

乳 が ん 検 診

　　　　　　検　診　内　容

胃部X線（バリウム）検査又は内視鏡検査

胸部X線検査　（必要時　喀痰検査）

便の潜血反応検査

子宮頸部細胞診検査（医師の判断で体部も）

視触診とマンモグラフィ検査

対　象　者

40歳以上の人

40歳以上の人

40歳以上の人

20歳以上の女性
40歳以上の女性
（２年に１回）

無料クーポン券種類 平成26年度の対象者
（H27.4.1までにその年齢になる人）

子宮頸がん検診無料クーポン券

ふしめ年齢がん検診無料クーポン券
（胃がん・肺がん・大腸がん・子宮頸がん・
乳がん・肝炎ウイルス検査）

41歳、46歳、51歳、56歳、61歳の人

21歳、26歳、31歳、36歳の女性

鳥取市がん検診受診率（2013年）
0％

20％

40％

60％

80％

100％

受
診
率
（
％
）

胃 肺 大腸 子宮 乳

27.3％ 29.5％ 29.4％ 29.3％ 26.3％



２東
山下 由衣 大田 真巳
分からないことを分からないままにせず、
学ぶ姿勢を大切にし、患者さんの思いを受
けとめられる看護師になれるよう、一生懸
命頑張りたいです。

堀口 衿菜
初めてなことばかりで緊張の日々
ですが、新たな学びや発見を大切に
し、１つ１つ看護の技を身に付けて
いきたいです。笑顔と感謝の心を忘
れず頑張ります！

黒田 麻美
初めての現場でたくさん不安はあ
りますが、常に学ぶ姿勢を大切に
１つ１つの看護を習得していきた
いです。毎日を一生懸命がむしゃ
らに頑張ります。

分からないことは素直に聞き、一生懸命頑張
りたいです！先輩看護師にしっかりとつい
ていき、知識や技術を磨いていきたいです。

石海 ありさ 野村 彩
一生懸命に毎日、先輩方からの教えを吸収
し知識を１日でも早く身に付けたいと思っ
ています。笑顔とあいさつを大切に励んで
いきたいです。

今年の春から看護師になることができまし
た。これから多くのことを学び、経験してい
きながら患者様に信頼される看護師を目指
していきたいと思います。

ICU３東

看護師のたまごからひよこになりました。

４東

フレッシュリレー②　看護部
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竹本 愛
病院理念にあるように、『信頼でき、
心温まる看護』を行うために、先
輩方のサポートを受けながら日々
成長し、楽しく働きたいと思って
います。

増渕 侑希子
３年間、別の病院で小児科に勤務し
ていました。初めての成人病棟で不
安もありますが、３年間の経験を生
かし小児から成人へ視野を広げて
頑張っていきたいです！！

澤 真依
まだ知識や技術は未熟ですが、先輩方から多く
のことを学び、どんな時も笑顔を絶やさない看
護師になりたいです。

岡野 健太
患者様に信頼され、安全・安楽な看護が提供で
きるよう、日々学ぶ看護師でありたいです。ま
ずは目の前のこと１つ１つを一生懸命頑張りた
いです！

橋本 ちひろ
市民の皆さんの健康増進の力とな
れるよう、自己努力に励みながら頑
張っていきたいと思います。

五利江 淳子 鹿田 和樹
今後の抱負は、看護技術や知識を習得するだけでなく、患
者様がいつでも気軽に声をかけれるよう笑顔で明るく対
応できる看護師でありたいと思います。

しっかりとした知識や技術をもち、
患者様の心に寄り添い看護できる
看護師になりたいです。

坂本 奈菜 中尾 佑未
笑顔で明るく挨拶をすることを心掛けてい
こうと思います。日々学ぶ姿勢をもち、思い
やりのある看護を提供し、信頼される看護
師になりたいです。

患者様から『この看護師なら安心できる』と
いわれるような看護師になりたいです。毎日
緊張感をもって、１つ１つ一生懸命に全力で
頑張ります！

中村 雅俊山本 菜歩
患者様に寄り添える看護師になりたいと思います。
そのために先輩方の指導から学び、姿を見て日々勉
強していきたいと思います。

ドキドキでいっぱいですが、これか
らたくさん学び、笑顔いっぱいの看
護師になりたいです。

４西

５東

６東

健 診
センター

質問
内容

フレッシュリレーフレッシュリレー
看護師のたまごからひよこになりました。看護師のたまごからひよこになりました。今後の抱負、こんな看護師になりたい、など

　　　　　　　　簡単に書いてもらいました！

５西

６西
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手術室看護師長
福田　良子

患者さま、ご家族にとって
安全で安心していただける
手術室看護

看　 護nursing

　鳥取市立病院手術室は6つの手術部屋を有
し、年間およそ3,400件程度の手術を実施してい
ます。手術を行う診療科は、外科、整形外科、脊椎
脊髄センター、脳外科、産婦人科、眼科、皮膚科、
泌尿器科、麻酔科、消化器センターなどの10科
です。
　手術は、概ね担当科医師、麻酔科医師、看護師
が一つのチームとなって対応します。そのうち、看
護師は3名で担当するのですが、医師への直接介
助としての「器械出し看護師」と患者さんの観察、
看護そして補助業務を行う「外回り看護師」に分
けられます。手術を受けられる患者さんの安全と
安心を最優先に、手術の準備段階からそれぞれ
が役割をもって行動します。器械出し看護師は、
器械を渡すだけではなく、手術の進捗状況を把
握してその先を予測し必要な器械・器材をタイミ
ングよく術者に渡し、常に安全かつ円滑な手術を
展開できるよう補助することが役割です。そのた
め、担当医師とともに必要な器械・器材を確認
して準備します。

　外回り看護師は、患者さんが入院されて手術
の準備を開始されるときから、手術室に入室さ
れ、手術中はもちろん、手術後に病棟へ戻られる
まで患者さんに寄り添って看護を展開することが
役割です。そのため手術前には患者さんの病室
を訪問して、手術当日の流れと手術室の様子が
分かるよう写真を用いたファイルを使用してオリ
エンテーションを行います。

手術前オリエンテーションの様子

手術室オリエンテーションブックより一部抜粋



　また手術に必要な情報を確認させていただ
き、安全に手術が実施できるよう準備します。例
えば、薬剤・食物などのアレルギー、皮膚の状態、
テープにかぶれないか、聴覚・視覚・知覚に問題
はないか、関節の動きに制限はないか、また、患
者さまが不安に感じておられること、以前に手術
の経験がある方には、その時、苦痛に感じたこと
はなかったか等を伺います。手術中は室内の温度
を下げるため、患者さまが寒くないよう電気毛
布・加温装置を準備しますが、事前に寒がりか暑
がりかなどの感覚についても確認しています。ま
た、手術室内で音楽を流すことができますので、
患者さまの好みを確認してご希望の音楽を流す
ようにしています。

　他にも手術室看護師に希望されることを伺っ
て、できる限り添えるようにしています。手術を受
けられる患者さま同様に家族の方も不安を感じ
ておられます。長時間の手術となる場合、待機され
ている家族の方に手術中の情報を提供するなど、
患者・家族の方に寄り添うことを心がけています。
　手術後、落ち着かれた頃に病室へ伺って、担当
看護師としてのお見舞いと慰労の気持ちをお伝
えしています。また、手術を受けられて感じられた
ことなど、患者さまの立場からのご意見をしっか
りと伺って、その後の看護に活かすことも目的の
一つとしています。

　医療は日々進歩しています。同時に術式、使用
する器械も変化しています。器械出しを行う看護
師、外回りを行う看護師それぞれが役割を果た
すため、学習も怠りません。何よりも安全を優先
しなければならない手術室看護師は、必要な知
識を取得し、様々な職種のスタッフと連携をとり
ながら運営しています。使用する器械の管理は手
術室看護師が中心に行っていますが、近年、臨床
工学技士の協力を得て、複雑な器械にも対応で
きる体制が整い始めました。また、手術によって
はうつ伏せや横向きなど体位は様々です。患者さ
まの体型や皮膚の状態等にあわせたベッドを準
備するため、皮膚排泄ケア認定看護師と連携を
取るなどしています。
　多くの方にとって手術室は関わりを持たずに
済ませたい場所かもしれません。しかし私たち
は、治療のために覚悟を決めて手術を受けられる
患者さま、ご家族のために心を込めて安全で安
心できる手術室看護を提供させていただきます。
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実際の器材を使った学習会

手術室スタッフ

BGMリスト
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　 視能訓練士とは
　視能訓練士はORT(orthoptist)と呼ばれ、昭和46年に制定された「視能訓練士法」という
法律に基づく国家資格を持った医療技術者です。私たちは、医師の指示のもとで眼科一般検
査や小児に対して視機能を回復するための訓練を行います。視能訓練士は眼科領域の専門家
であり、行った検査データをもとに眼科医は治療を行います。患者様とうまくコミュニケーショ
ンをはかって緊張を和らげることや、眼科医からの医学的な説明をわかりやすく患者様に伝え
ることも大切な仕事の一つです。また、私たちが実施した検査データをもとに治療、手術が行わ
れるため、正確性も求められます。当院には現在２名の視能訓練士が在籍しています。

 　仕事内容の紹介
眼科一般検査：視力検査、視野検査、眼底検査、眼科特殊検査、手術前検査など、診察・治療

に必要な眼科領域に係る視機能検査全般を行う。
斜視・弱視訓練：斜視・弱視を持ち、視力・両眼視の発達に障害のある乳児や小児に対し、視機

能獲得を目的とした訓練を行う。また、斜視等により視機能の異常を訴える
成人に対し、プリズム眼鏡処方の治療を行う。

そ　　の　　他：カルテへのデータ入力記載・患者対応・電話対応・予約の管理などを行う。

　 小児の検査は視能訓練士にお任せください
　子どもの目の病気は大人の場合とは大きく異なります。子どもは、症状を自分で言葉にして
伝えることが難しい場合が多いので、医療者側がより詳しく、行動、仕草を観察する必要があり
ます。また、子どもは集中力が短く、検査に協力的でないことも多いため、短時間で必要な検査
をできるだけ正確に行う必要があります。視能訓練士は子どもたちが安心して検査を受けられ
るよう、恐怖心を和らげ、楽しい環境づくりを心がけています。

中央検査部　視能訓練士

 　斜視弱視訓練について
　当院で行っている小児に対する斜視弱視訓
練について紹介します。弱視とは、メガネやコン
タクトレンズを使用しても視力が十分に出ない
状態のことを言います。弱視になった場合、目
の度数に合ったメガネを作ることがまず基本と
なりますが、メガネだけでは視力が向上しない
場合もあり、その時には、弱視の治療を行って
います。弱視治療の１つに遮閉訓練がありま
す。遮閉訓練とは、視力が良い方の目をアイ
パッチ（眼帯）で隠して、弱視になっている目を
たくさん使わせることで、脳に刺激を送り視力を向上させる方法です。主に家庭で行うことにな
るため、家族の理解と協力が必要になります。

　 アイパッチカレンダーの試み
　従来、家庭での訓練は、中断してしまう事例が多かったことから、どうすれば継続して訓練を
することができるか二人で検討し、アイパッチカレンダーを考案して制作しました。これにより訓
練成果を目に見える形に残すことで患児自身が自主的に訓練に取り組むことが可能となり、視
力の向上が得られるようになったのです。以下のグラフは、それまで、なかなか視力向上が認め
られなかったお子さんに、アイパッチ指導強化とアイパッチカレンダーを提案して実践したとこ
ろ弱視側の視力が向上した事例です。

 　おわりに
　当院眼科の患者様は乳幼児から高齢者まで年齢層が幅広く、内科的な慢性疾患や合併症
を持ったハイリスクの患者様も多く、県内の眼科医からの精密検査依頼や、手術依頼も年々増
加しています。手術件数は年間約1300件と県内でもトップレベルです。私たち視能訓練士は、
医師をはじめ看護師、各種コメディカルとしっかり連携をとって、患者様、ご家族にに寄り添っ
て、安心で安全な医療を提供できるよう心がけていきたいと考えています。

眼底カメラ撮影の様子
視力検査の様子

視能訓練士の紹介

桑名　陽子服部　静香
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　 視能訓練士とは
　視能訓練士はORT(orthoptist)と呼ばれ、昭和46年に制定された「視能訓練士法」という
法律に基づく国家資格を持った医療技術者です。私たちは、医師の指示のもとで眼科一般検
査や小児に対して視機能を回復するための訓練を行います。視能訓練士は眼科領域の専門家
であり、行った検査データをもとに眼科医は治療を行います。患者様とうまくコミュニケーショ
ンをはかって緊張を和らげることや、眼科医からの医学的な説明をわかりやすく患者様に伝え
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眼科一般検査：視力検査、視野検査、眼底検査、眼科特殊検査、手術前検査など、診察・治療

に必要な眼科領域に係る視機能検査全般を行う。
斜視・弱視訓練：斜視・弱視を持ち、視力・両眼視の発達に障害のある乳児や小児に対し、視機

能獲得を目的とした訓練を行う。また、斜視等により視機能の異常を訴える
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そ　　の　　他：カルテへのデータ入力記載・患者対応・電話対応・予約の管理などを行う。
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練について紹介します。弱視とは、メガネやコン
タクトレンズを使用しても視力が十分に出ない
状態のことを言います。弱視になった場合、目
の度数に合ったメガネを作ることがまず基本と
なりますが、メガネだけでは視力が向上しない
場合もあり、その時には、弱視の治療を行って
います。弱視治療の１つに遮閉訓練がありま
す。遮閉訓練とは、視力が良い方の目をアイ
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アイパッチカレンダー使用で視力向上が得られた事例
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　新規入院患者に対して、65歳以上を対象として病棟看護師によりスクリーニング（総合評
価：※1ＭＮＡsf、ＡＤＬ評価：※2Ｂarthel　Ｉndex　ＢＩ、以下ＢＩ）を実施しています。
　この取り組みは、平成23年に、前田中事業管理者が「65歳以上の患者のうち3割の患者が
ＡＤＬ評価の低いまま退院している。退院後の生活機能を保障し、ＱＯＬを高めるためにはリハ
ビリによる体力の回復と身体機能の向上が必要」と言う趣旨で、「亜急性期病棟運用チーム」を
発足したものです。対象患者を抽出するための仕組み作りを検討し「急性期・亜急性期リハビ
リ対象者の抽出」と言う名称で手順を作成し開始してきました。
　総合評価のＭＮＡ-sf：７点以下、ＡＤＬ評価（ＢＩ）：80点以下の患者の、リストが作成されま
す。それを元にリハビリは総合診療科、内科、外科の患者にリハビリ対象の抽出をしています。
病棟看護師から情報を収集して、直接患者の部屋に訪室します。そして、本人（家族）のリハビ
リ意思確認・入院元（自宅・施設等）の情報・病前ＡＤＬの情報・運動・移動、セルフケア、言語機
能、嚥下機能などを評価しています。リハビリが介入することにより、ＡＤＬ改善、機能の改善が
見込まれると判断した場合やＡＤＬ改善は難しいがＱＯＬが向上すると判断した場合に患者・
家族にリハビリの必要性を説明しリハビリの希望を確認して、主治医にリハビリ処方を依頼し
ています（図1）。リハビリでのＡＤＬ改善や機能の改善が困難と判断した場合は介入不要とし
ています。
　リハビリは理学・作業・言語それぞれ「リハビリ問診表」を作成し、運用しています。
　今回、昨年度1年間の活動状況について報告します。

図１　入院患者におけるリハビリ対象患者の抽出と手順

リハビリテーション部　技師長
松島　初美

高齢者総合評価による
早期リハビリ介入の
取り組み

　医師から処方が出ると、リハビリは開始時と退院時にＡＤＬ評価
（※3Ｆunctional  Ｉndependece　Ｍeasure：ＦＩＭ）を実施しています。
　平成25年4月～平成26年3月までの高齢者入院全患者数は7,021人で、その割合は65歳
以下3,050人、65歳以上3,971人でした（図2）。
　その中で、総合診療科、内科、外科別にリハビ
リ介入状況についてまとめてみました。
診療科別入院患者数は総合診療科188人、内科
504人、外科267人でした（ただし、1週間以内
の退院患者数と死亡退院数は除いています）。入
院時ＡＤＬ評価（ＢＩ）80点以下の患者数は総合
診療科182人、内科294人、外科122人でした。

図３　入院時のＡＤＬ評価（ＢＩ）とリハビリ介入状況

　リハビリ介入した患者のうち、退院時のＡＤＬの改善状況は、図4の通り、退院時のＡＤＬ評
価（ＢＩ）80点以下の患者数は総合診療科168人、内科217人、外科66人と入院時より減少し
ていることから、退院時のＡＤＬは改善していると思われます。
　次に、リハビリ開始日と退院時のＡＤＬ状態をみてみます。
　入院時ＡＤＬ評価（ＢＩ）80点以下の患者で、リハビリ実施した3診療科の全患者数は341
人です。7日以内にリハビリ開始217人、8日～14日以内開始84人、15日以上経過後に開始

40人です。それぞれの退院時のＡＤＬ
状況については図5の通り、入院早期
からリハビリ介入することによりＡＤ
Ｌ能力は改善または維持されると考
えられます。また、早期からリハビリ介
入し、退院時には家族への訓練指導
や様々な介助方法の指導を行うこと
も出来て、患者・家族からも良い感想
が得られます。
　今後も、この活動を継続して、患者
のＡＤＬ改善、ＱＯＬ向上にお手伝い
できるように努めたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※1 ＭＮＡ-sfとは高齢者の栄養状態の評価　問診と身体測定でできる
※2 Ｂarthel　Ｉndex：ＢＩとは日常生活動作（ＡＤＬ）がどのくらいできる能力があるかを評価
※3 Ｆunctional  Ｉndependece　Ｍeasure：ＦＩＭとは日常生活動作（ＡＤＬ）を実際にどの
　　くらいしているかを評価

 
早期リハビリ介入の実施

主治医へリハビリ依頼

リハビリが対象患者を抽出してリハビリ評価
病棟看護師から情報収集 患者問診・評価

対象患者をリハビリへ連絡
MNA-sf：7点以下 ADL：80点以下

病棟看護師が65歳以上患者のスクリーニング実施
MNA-sf ADL評価（BI）

作業療法士４名
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　新規入院患者に対して、65歳以上を対象として病棟看護師によりスクリーニング（総合評
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　平成25年4月～平成26年3月までの高齢者入院全患者数は7,021人で、その割合は65歳
以下3,050人、65歳以上3,971人でした（図2）。
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ていることから、退院時のＡＤＬは改善していると思われます。
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講 演 ・ 研 修

『第10回市民医療講演会』　５月24日（土）
　第１０回は、山根享 医師（メンタルクリニック）よる「自死について」、鳥取市中央保健セン

ター 石田 町子 係長（保健師）による「自死の現状とゲートキーパーの
役割」の２題で講演を行いました。
　山根医師からは、末期がんの告知を受けた一人の青年が自暴自棄
になり自殺未遂を起こすが、友人や家族の支え・励ましにより、『死にた
い』から『生きたい』という気持ちへ変化し、残された時間を懸命に生
き抜くテレビドラマの一部を紹介し、生きることの意味、友人や家族の
支えが如何に大切かということを訴えられました。

また、「自死」イコール「うつ病」ではないが、いずれも『周りの気づき』が一番大切である、と精神
科医の立場から訴えられました。
　石田係長からは、全国では年間3万人が自死しており、鳥取市においても自死人数は比例し
て増加傾向にあることが話されました。自死者の抱えている問題として一番多いのは「健康問
題」で、続いて「経済的理由」「家庭」となっていると説明されました。　
また、自死予防として、啓発活動の推進、相談体制の充実、人材育成の
必要性など、鳥取市の取り組みを報告されました。その一つとして
『ゲートキーパー』を紹介され、ゲートキーパーとは　悩んでいる人に
気づき、声をかけ、話を聴いて、必要な支援につなげ、見守る人のこと 
であり、特別に難しいことではないと話され、まずは家族や友人など周
りの人の行動や変化に気づくこと、そして声をかけることから始めてい
ただければと話されました。

『第11回市民医療講演会』　６月28日（土）
　第11回は、門田弘明　医師（整形外科）よる「腰・膝の痛みについて」、山根伸亮　理学療法
士（リハビリテーション科）による「腰・膝の痛みを和らげる体操」の２題で講演を行いました。
　門田医師からは、腰、膝の痛みについて、主な疾患とその原因、治療方法と予防について話さ
れました。加齢とともに背骨・椎間板が変形したり、膝関節がすり減ることによって痛みが生じ

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。是非ご参加ください。
　第10、11回の講演会内容と今後の開催予定をご紹介します。

る。治療には保存療法と手術加療があるが、予防として体操を行うこと
や日常生活の座る・立つ・持つなどの姿勢に気を付けることが大切と説
明され、会場の参加者は興味深く聞き入っていました。

　山根理学療法士からは、腹筋・背筋のバランスによって背骨が守ら
れていること、膝も筋肉を鍛えることで負担を軽くすることができると

説明されました。また、座ったままでできる膝痛・腰痛予防の体操を紹
介し、会場の参加者はその場で実際に行ってみました。
　今講演会では、参加者も130人と多く、会場からは「健康補助食品
で軟骨は増えるか？」「毎日歩いているが、運動の適量はどの程度か？」
「人工関節についてもう少し詳しく説明してほしい」「予防体操の足を
上げる角度はどの程度が良いか？」など、多くの質問が出され、腰痛・
膝痛に関する関心の高さが伺えました。
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膝痛に関する関心の高さが伺えました。
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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 7月26日(土)　10:00～11:30
内　容：予防接種について（小児科　木下　朋絵）
　　　  性感染症について（産婦人科　早田　裕）
場　所：さざんか会館　５階　大会議室
日　時：2014年 8月23日(土)　10:00～11:30
内　容：救急外来の上手なかかり方（麻酔科　浅雄　保宏）
　　　 救急業務の実情（鳥取消防署　消防司令補　佐々木　雅人）

場　所：さざんか会館　５階　大会議室
日　時：2014年 9月 5日(金)　14:00～15:30
内　容：生活習慣病予防（総合診療科　清水佳都代）
　　　　※鳥取市健康づくり講演会として開催（主催：鳥取市生活習慣病対策プロジェクトチーム）

第
12
回

第
13
回

第
14
回
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　今回のレシピでは、栄養豊富な旬の夏野菜、疲労回復に役立つビタミ
ンB群を含む豚肉、良質なたんぱく質である枝豆、消化酵素の分泌を活
発にして食欲アップの効果が期待される香辛料を使用しています。
　ごはんがちょっと重いかも…という方は、レタスで包んで食べでも良い
ですし、素麺の上にかけて食べても良いですね。
　３食バランスの良い食事を摂ることはもちろんですが、適度な水分補
給も忘れず、夏バテ知らずの身体を目指しましょう。

管理栄養士
鈴木　宏枝

１.※印の各野菜を粗みじん切りに切る。
２. 耐熱ボウルに１の野菜と枝豆、豚挽き肉を入れよく混ぜる。
３. 上記分量の水を注ぎ、カレールウを少し砕いて入れる。
４. ラップをかけ（少し端を開けておく）、600Wで 12 分程度加熱を行う。
５. よく混ぜ、なじませると完成です。
　　　　　　　　★水の量は好みのとろみに合わせて調節してください。

夏野菜ふんだんキーマカレー

　何となく身体がだるく、食欲が減退しがち…そんな不調をきたすこの季節。
　実は、その不調の原因の中に食生活が関係しています。暑いからと言って、食事を抜く、
冷たいものだけで片付けてしまう…等、思い当たる節がありませんか？
しかし、そういう時こそ食事の用意そのものが億劫ですよね。
　そこで今回は、暑い時でも火を使わずに調理ができる「電子レンジを
活用し、夏バテの解消を促すレシピをご紹介します！

◎エネルギー：551 kcal　塩分：1.9 g（1人分）
《材料》・・・2人分
　●豚挽き肉150g　　●枝豆（水煮大豆でも可）30g
　●玉ねぎ１/２個　　 ●カレールウ40g
　●ピーマン１個　　   ●水160ml
　●ナス１/２本　　　  ●ごはん150g
　●トマト中１個　　　 （写真：玄米入り）

⎧
｜
⎨
｜
⎩
※

作り方

栄 養 相 談

夏バテ
解消メニュー



　この度、１階のエントランスホールの２箇所に絵画（主に油絵）を展示させていただきました。
　私は、数年前に油絵の魅力とパステル画の優しさに出会い、花が好きなので、絵のどこかに花が入るこ
とが多く、そしていつも無意識に具象のようで抽象的な絵に仕上がります。
　今回は子どものプレイコーナーに展示ということで、描き始めた頃の乗り物の絵を選びました。
　一つの作品を説明させていただくと、私は３人の息子の出産をこちらの病院でお世話になったのです
が、長男の出産のお祝いにと、初めて我が家に来たおもちゃが赤いブリキの小さな車でした。
　そのおもちゃは今でも健在で、初めて油絵にしたのがその姿です。なので、「はじめまして」というタイト
ルを付けました。
　そういう経緯もあってか、作品を展示させていただいたことに、とても感動しました。
　乗り物は子どもから大人まで一人ひとりのいろんな気持ちも運んでくれるので、そんな思いも絵に込
めました。
　また、親子連れの方に好評をいただいているとお聞きしたときは、「あぁ、ほんとによかった」と思いま
した。いつかまた機会がありましたら、アートギャラリーへの展示をお願いできたらと思っています。

ART GALLERY

中島淳子(鳥取市在住)

「はじめまして」 「京都からの帰宅」

「さあ行こう！」 「あの汽車にのって」
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　当院では、毎月1階エントランス内プレイコーナーで、絵画、折り紙等の作品展を開催しています。
　今回は、6月1日から30日まで開催し、来院者から好評をいただいた「のりものとおしゃべり展」の作
者、中島淳子さんに寄稿いただきました。



中国市役所バドミントン大会、
大活躍の僕を見て！しゅうぞう

ビーズアクセサリーを作りました。
風鈴、朝顔、かき氷わかるかな？
とても楽しいです。いずみ。

大山、蒜山など皆で制覇！
帰り道はやっぱり♪　ゆうや。

星型の小さな花が七つ集まって
咲く「セブンスター」可愛いら
しいでしょう。　や。

職員から、サークル活動など
お勧めの一枚を募集しました。

初期臨床研修医 2年目の誓い？！　

私のいち
押し
コーナー
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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
　　○対象学年及び募集人数：１年次　２人　２年次　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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　５月に青春号を発刊してから、早速「朱夏号」の発刊準備を進めてきました。しか
し、歳月人を待たずと申しますように時の経つのは早いもので、梅雨の時期も過ぎ、
夏真っ盛りを迎えています。朝から焼けつくような日差しが照り付け、連日の猛暑に
体力を消耗する日々が続いています。
　ところで、毎回、原稿の作成と合わせて苦労するのが表紙です。今回は、夏の朝の
強い日差しに映える病院を撮りたいと考えて、撮影にチャレンジしました。しかし朝
日が逆光となり建物が暗く映ってしまい、また素人カメラマンなのでなかなかうまく
仕上がりません。何度も何度も、朝早起きしてチャレンジした結果、ようやく今回の
表紙に整えることができました。
　これからも表紙だけでなく、季節感を感じていただける季刊誌にしていきたいと
思います。

編 集 後 記

平成26年８月

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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ひとと地域をケアで包む
　　　　　鳥取市立病院

2013

鳥取市立病院 広報誌

青春号
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病院理念にある、信頼（confidence）、心温まる（heart-warming）、楽しく（happily;cheerfully）
の頭文字、鳥取（tottori）、病院（hospital）の頭文字「T」「H」「C」を組み合わせてあらわしました。
Tには、連携（tie-up;cooperate）やチーム(team）の意味も込められています。
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病院理念にある、信頼（confidence）、心温まる（heart-warming）、楽しく（happily;cheerfully）
の頭文字、鳥取（tottori）、病院（hospital）の頭文字「T」「H」「C」を組み合わせてあらわしました。
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病院理念にある、信頼（confidence）、心温まる（heart-warming）、楽しく（happily;cheerfully）
の頭文字、鳥取（tottori）、病院（hospital）の頭文字「T」「H」「C」を組み合わせてあらわしました。
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2013

朱夏号
Vol.2

■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

鳥取市立病院案内

交通アクセス

鳥取市立病院
Tottori  Municipal  Hospital

ひとと地域をケアで包む
　　　　　鳥取市立病院

鳥取市立病院 広報誌

病院理念にある、信頼（confidence）、心温まる（heart-warming）、楽しく（happily;cheerfully）
の頭文字、鳥取（tottori）、病院（hospital）の頭文字「T」「H」「C」を組み合わせてあらわしました。
Tには、連携（tie-up;cooperate）やチーム(team）の意味も込められています。
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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
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■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

鳥取市立病院案内

交通アクセス

鳥取市立病院
Tottori  Municipal  Hospital

ひとと地域をケアで包む
　　　　　鳥取市立病院

病院理念にある、信頼（confidence）、心温まる（heart-warming）、楽しく（happily;cheerfully）
の頭文字、鳥取（tottori）、病院（hospital）の頭文字「T」「H」「C」を組み合わせてあらわしました。
Tには、連携（tie-up;cooperate）やチーム(team）の意味も込められています。
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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、総合診療科、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
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鳥取市立病院 広報誌

鳥取市立病院
Tottori  Municipal  Hospital

ひとと地域をケアで包む
　　　　　鳥取市立病院

鳥取市立病院 広報誌

病院理念にある、信頼（confidence）、心温まる（heart-warming）、楽しく（happily;cheerfully）
の頭文字、鳥取（tottori）、病院（hospital）の頭文字「T」「H」「C」を組み合わせてあらわしました。
Tには、連携（tie-up;cooperate）やチーム(team）の意味も込められています。

2013

白秋号
Vol.3

当院ホームページでご覧いただけます。

ホームページアドレスは、  http:// hospital.tottori.tottori.jp



「紹介・検査予約係」 TEL（直通）（0857）37-1526　FAX（0857）37-1587　受付時間8：30～17：00

専門分野別　医師一覧
平成２６年８月１日現在

診
療
科

 医師名 専門分野 
診
療
科

 医師名 専門分野 

谷水　將邦 科外髄脊椎脊 器吸呼、液血

久代　昌彦 傷外症重病尿糖、腎

谷口　英明 科外節関工人）膵、胆、肝（器化消

柴垣広太郎  チマウリ）膵、胆、肝（器化消

藤田　　 拓 消化器（肝、胆、膵） 岡田　幸正 整形外科一般

武田　洋正 呼吸器 、腫瘍内科（肺がん） 宇川　　 諒 整形外科一般

プライマリ・ケア 清水　健治 不妊症、内分泌

緩和ケア 長治　 　誠 婦人科腫瘍

エンド・オブ・ライフケア 早田　 　裕 周産期、婦人科腫瘍

糖尿病、腎臓、膠原病 安藤　 まり 産婦人科一般

患疾斑黄、患疾体子硝膜網科内経神

庄司　啓介 循環器内科 緑内障、ぶどう膜炎、斜視弱視、神経眼科

）他のそ術手障内緑／術手体子硝膜網（アケ・リマイラプ

消化器 白内障、緑内障、黄斑部疾患、斜視、小児眼科

藤田　良介 ）他のそ術手障内緑／術手体子硝膜網（アケ・リマイラプ

清水佳都代 プライマリ・ケア 高橋　耕介 眼科一般

檀原　尚典 炎膚皮性ーピトア

重政　千秋 瘡褥、傷熱病原膠、腺状甲、泌分内

腺、糖尿病状甲、泌分内

神経内科全般、末梢神経疾患 本田　聡子 皮膚科一般

不随意運動、ジストニア 早田　俊司 尿路感染症

瘍腫性悪器尿泌）どな攣痙瞼眼、頸斜、縮痙（スクットボ

レーザー手術

神経因性膀胱

術手ーザーレンョシンベータンイ脈動冠

カテーテルアブレーション 西川　大祐 泌尿器科一般

ペーシング治療、ペースメーカー移植

画像診断（US／PET）田渕　真基

）RVI（ージロオジラルナョシンベータンイ

般一科内器環循

療治線射放

病尿糖、満肥、泌分内

）RVI（ージロオジラルナョシンベータンイ）来外期春思（症身心

木下　朋絵 ）TEP／核／SU／IRM／TC（断診像画病尿糖、満肥、泌分内

横山　浩己 小児科一般 金田　　 祥 画像診断（CT／MRI／US／核／PET）

療治中集・酔麻器吸呼

生蘇、急救、クッニリクンイペ）膵・胆・肝・腸大・胃・道食（器化消

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 断診理病）腸大・胃・道食（器化消

加藤　　 大 断診胞細）膵・胆・肝・腸大・胃・道食（器化消

病周歯、アケ腔口器吸呼

野分科歯援支アケ・療医）腸大・胃・道食（器化消

水野　憲治 病周歯、アケ腔口）腸大・胃・道食・膵・胆・肝（管化消

谷　　 悠真 野分科歯援支アケ・療医般一科外

脊椎脊髄疾患

脳血管障害 谷口　英明、柴垣　広太郎、藤田　拓、

脳腫瘍 大石　正博、加藤　大、山村　方夫

脳血管障害 森下　嗣威、赤塚　啓一

脳腫瘍 大石　正博、足立　誠司
神経内視鏡

外
科

総
合
診
療
科

歯
科

高知　信介

神
経
内
科

森下　嗣威

長石　純一

門田　弘明

小林　計太

小
児
科

蔵増亜希子

眼
科

皮
膚
科

赤塚　啓一

病
理

山根　 　享

懸樋　英一

倉繁　拓志

浅雄　保宏

内
科

メ
ン

タ
ル

松岡　孝至

足立　誠司

精神腫瘍科

松岡　孝至

緩和ケアセンター

脳
神
経
外
科 吉岡　裕樹

池田　秀明

細川　満人

増地　　 裕

松木　　 勉

西山　康弘

泌
尿
器
科

放
射
線
科

循
環
器
内
科

大石　正博

山下　　裕

整
形
外
科

橋本　政幸

消化器センター

脊椎脊髄センター

産
婦
人
科

麻
酔
科

森谷　尚人

久保　克行
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詩　「背中」岡川祐美子詩集から
絵　「静寂の海」田村蓉子画

内線電話 月 火 水 木 金 Ｎｓ内線 Ｎs　ＰＨＳ
総合診療科

（新患）

１　診 柴　垣 檀　原 　藤　田拓 足　立
（再診） ）療診合総（）器化消（）泌分内（）器化消（

２　診 谷　水 谷　口 武 田 代診医 谷 水
（再診） （血液・呼吸器） （消化器） （呼吸器・肺癌） （血液） （血液・呼吸器）

３　診 武　田 久　代 庄 司 久 代 松 岡
（再診） （呼吸器・肺癌） （腎・代謝） （循環器） （腎・代謝） （神経・腎・代謝・膠原病）

檀 原
（内分泌・代謝）

４　診 松　岡
(再診) （神経・腎・膠原病）

専門外来 重　政 谷　水 久　代 松　岡 武　田
（新患） （内分泌） （血液） （腎・代謝） （神経・腎・膠原病） （呼吸器・肺癌）

2115 大　石 大　石 柴　垣 谷　口 　藤　田拓

2131 松　岡 大学医師 代診医
第1・3 木曜のみ

2131 7113

2132 山　根 山　根 山　根 山　根 山　根 2131 7113
１　診 2121 森　谷 森　谷 田　渕
２　診 田　渕
１　診 2151 山　村 山　下 山　村 大　石 山　下
２　診 2152 加　藤 池　田 池　田 加　藤 水　野
３　診 2153 (水　野) 水　野 小　寺 小　寺 小　寺

2145 赤塚/大学医師 吉　岡 赤　塚 赤　塚 2145
7103

第2.4月曜日大学医師

１診（新患） 2141 森　下 門　田 宇　川 岡　田 交　代
２診（新患） 2142 岡　田 宇　川 宇　川
３診（予約） 2143 宇　川 岡　田 森　下
４診（予約） 2144 門　田

１　診 2191 長　治 早　田裕 清　水健 早　田裕 長　治
２　診 2192 清　水健 長　治 安　藤 長　治 清　水健

３　診 2190 早  田裕 助産師外来 早　田裕 助産師外来 助産師外来
４　診 2194 安　藤

高　橋

9：30～安藤 安　藤
１　診 2175 長　石 木　下 長　石 木　下 長　石
２　診 2176 木　下 横　山 横　山 長石/大学医師 横　山
１　診 2165 高　橋 細　川 細　川 細　川 高　橋
２　診 2166 蔵　増 蔵　増 高　橋 蔵　増

（検　査） 高　橋 蔵　増 細　川
１　診 2171 増　地 増　地 増　地 （交代） 増　地
２　診 2172 本　田 本　田 本　田
１　診 2181 倉  繁 早　田 西  山 交代 （１１：00まで） 早  田
２　診 2182 西　山 倉　繁 早　田 倉　繁
３　診 西　川

2161 野　山
第4火曜のみ

大学医師 2161
7109

（水曜日は受付 10：00まで）
（第4火曜日は予約のみ）

3141 松　木 松　木
（放射線治療）

松　木 橋　本 金　田 3141 7110 予約のみ

ペインクリニック 2147 浅　雄 浅　雄 2147 7111
術前外来 2148 清　水貴 樋　口 清　水貴 那　須 樋　口 2147 7111　予約のみ

検　査 検　査 検 査 検 査 検 査

糖尿病地域連携Pass 禁煙外来 糖尿病地域連携Pass

ペースメーカー外来

（森谷）

乳腺外来(小寺) 専門外来(山村) 乳腺外来(小寺)

リウマチ外来：門田

赤　塚 森　下
１　診 早　田裕 安 藤 長 治
３　診 来外師産助来外師産助

内分泌外来 予防接種 乳児健診 内分泌外来 内分泌外来

循環器外来
(派遣医師）

思春期外来

１　診 細　川 細 川
２　診 蔵　増 高 橋

（検　査） 高　橋 蔵 増
増　地 本　田 交　代

予　約 結石外来（西川） 結石外来（西川）

足　立
第２・４ 月曜のみ

大　石

2210 檀原／長谷川 重政／長谷川 谷水／長谷川 谷水／長谷川 重政／加藤 2210
谷　口 柴　垣 谷　口 柴　垣 谷　口

　藤　田拓 　藤　田拓 　藤　田拓 柴　垣
小　寺 清水佳/檀原

藤田良/檀原
交　代 山　村 懸　樋

外　 　科

7107
助産師外来 予約のみ

2141

予約のみ (月)　PM 2:00 ～4:00
予約のみ (木)  PM 2:00 ～3:00

予約のみ （火）　　　　PM 1:30  ～　3:00
予約のみ　(水・金)　　PM 1:00  ～　4:00

内　　 科

予約のみ　　PM  2:00  ～　4:00

予約のみ　　PM  2:00  ～　4:00

予約のみ　　PM  2:00  ～　3:30

予約のみ　　PM  2:00  ～　4:00

2181

2166

予約のみ（月)  PM 2:00 ～ 3:30
予約のみ（水)  PM 1:00 ～ 4:30
予約のみ（金)  PM 1:30 ～ 4:00

 予約のみ  （月・木・金） ＰＭ1：30～4：30
 予約のみ    （火）   　    ＰＭ2：00～3：00
 予約のみ　  （水）         ＰＭ1：30～3：00

7105
（新患受付 10：00まで）

(水)は　予約のみ

小 児 科

産婦人科

　予約のみ    ＰＭ2：00～4：30　（2、3回/月）

予約のみ　(火・金)　　PM  1:30  ～　4:00
予約のみ　(木)　　　　 PM  2:00  ～　4:00

2171

7108

予約のみ　　PM  2:00  ～　4:00
第1・2・3水曜のみ

予約のみ　 

　予約のみ    ＰＭ1：00～3：30（第2水曜のみ）　

内 視 鏡 3155

泌尿器科

整形外科

緩和ケアセンター

皮 膚 科

健診・ドック

午
　
後
　
外
　
来

循環器内科

眼　　科

外　来 診 療 担 当 表

2112

藤田良2118

平成26年８月18日

足　立

7101

懸　樋

眼
科

7115

消化器センター

神経内科

2116

皮
膚
科

放射線科

循
環
器

内
科

泌
尿
器
科

産
婦
人
科
小
児
科

藤田良

2113

2114 懸　樋

メンタル・クリニック

内
科
・
総
合
診
療
科

2111

2193

7106

7114

清水佳

2117

清水佳 庄　司

2151

2121

脊椎脊髄センター 予約のみ　　PM  2:00  ～　4:00

2176

7104
　3・4診は予約のみ
(月)1診は紹介新患

7102
(月）3診：火曜日3診が

休診時のみ診療
（木）は新患対応：３診

脳神経外科

耳鼻咽喉科

外
科

麻
酔
科

整
形
外
科



■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

鳥取市立病院案内

交通アクセス

ホープスターとっとり

とりぎん文化会館

市文化センター

サントピア

トスク
雲山店

大丸

千
代
川

JR鳥取駅
イオン

スーパーモール
鳥取

産業体育館

市民体育館

メモワールイナバ

郵便局

袋川

日本交通

鳥取市役所
駅南庁舎

鳥取市役所

マルイ
エディオン

至
智
頭

至
若
桜

鳥取市立
病院前信号

29

53

53

29

292

323

26

鳥取市立病院
鳥

取
南バイパス

鳥
取
自
動
車
道

【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、総合診療科、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

鳥取市立病院
Tottori  Municipal  Hospital

ひとと地域をケアで包む
　　　　　鳥取市立病院

病院理念にある、信頼（confidence）、心温まる（heart-warming）、楽しく（happily;cheerfully）
の頭文字、鳥取（tottori）、病院（hospital）の頭文字「T」「H」「C」を組み合わせてあらわしました。
Tには、連携（tie-up;cooperate）やチーム(team）の意味も込められています。
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