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ごあいさつ
鳥取市立病院

病院長

山下

裕

鳥取市立病院は、鳥取県東部圏域の中核病院として、鳥取市民はもとより地域住民に
持続的医療サービスを提供し、病気の診断治療、
健康の増進に努めてまいりました。
私が、鳥取市立病院に勤務している期間は通算では３０年を超えることとなりますが、
その間には厳しい医療情勢の中で医師数が一時期４０人台前半まで落ち込んだことや、
休診を余儀なくされた診療科もあるなど、苦しい時期もありました。
しかし、総合病院とし
て、
また公立病院として、地域住民に必要な医療を提供する医師としての使命感を常に念
頭におき、医師確保さらに診療科再開に向けて職員と共に一致団結して全力で取り組ん
できました。
その成果がようやく現れ始め、今年度平成２５年４月には、循環器内科の診療を再開
させたほか、初期臨床研修医５名を含めて医師数は約６０人に届くまでに回復し、
１８
人の新人看護師を採用、医療技術職員も充足させて活気に満ちた病院に復帰しつつあ
ります。
ただ私は、職員数が増えれば病院機能が充実するとは考えていません。個々の能力を
最大限に伸ばし、
さらに医療チームとして各部署の連携を強化し、
エビデンスのある高い
水準の医療をそれぞれの患者さんや地域の方々に提供することによって、医療従事者ま
でもが十分納得できる医療を実践したいと思っています。
さらに、私は当院の医局を今より一層強い医師団にしたいと考えています。
そのために
は、
医師個人がもっと勉強をしなければなりません。
救急現場はいろいろな条件の下で
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様々な状態の患者が訪れます。時間外診療を含めた救急医療の充実を図り、
「すべてを受
け入れる医療」
「最適の治療結果に導ける医療」
を実践するために、総合診療科の充実、
さらには各専門科医師の総合診療技術のレベルアップを図っていきます。
また、
当院は平成１９年度より、
がん
診療連携拠点病院として様々な活動
をしてきました。地方中規模病院とし
ては、高度医療機器の導入・整備にも
力を入れており、
ＰＥＴ―ＣＴ装置を始
め、全国水準の設備投資をしていま
す。根治性を担保した低侵襲手術の実
践、生活の質を障害しない化学放射
線療法、早期よりの緩和ケアの実践を
手術の一場面

心掛けています。地域医療総合支援セ
ンターを中心に、がんに対するあらゆ

る相談業務、在宅療養の支援についてもスタッフを揃えて体制を整えています。
当院は、救急医療、
がん診療以外にも、地域のあらゆるニーズに対応すべき総合病院で
す。各専門科医師の過不足のない確保、
レベルの高い知識、技術獲得のための自己研鑽、
院外研修を推進していきます。
また、地域の中核病院として、地域の診療所、病院の医療
支援も積極的に行います。
さらに将来の地域医療の担い手となる研修医の獲得、教育に
も力を入れてまいります。
当院が地域に根ざした病院として今後も更に発展していくためには、地域への情報発
信が重要であると考えており、当
院の医療情報をホームページや
病院だより、季刊誌等を通じて広
くお知らせしたいと思っています。
高齢化が急速に進行していく中
で、住民の医療ニーズも刻々と変
化しつつありますが、引き続き地
域と密着し、バランスの取れた医
療の提供に努めてまいります。
院内感染対策認定スタッフ合格者へ病院長から認定証授与
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特集

緩和を含む５大がんの
地域連携パスに期待すること
鳥取市立病院 名誉院長
地域医療総合支援センター 看護師長

田中 紀章
田中千賀子

はじめに
平成18年、がん対策基本法が制定され、現

地域連携パスのもとでは、診療の方針を患者・家

在、がん対策推進基本計画のもとで、放射線療

族が理解し、医療者と共同して治療をすすめる

法、化学療法、緩和ケアを含めて、治療の初期段

ために、
この治療計画を患者・家族、医療者がと

階から在宅医療まで切れ目のないがん医療の仕

もに利用できる、わかりやすい表にした
「私のカ

組みづくりが進められている。全てのがん拠点病

ルテ」
を用いる
（図2）。

院は平成２４年３月までに５大がん
（肺がん、乳
がん、
胃がん、大腸がん、肝がん）
の地域連携クリ
ニカルパス
（以下、地域連携パス）
を整備するこ
とが義務づけられた。

地域連携パスとは
「地域連携パス」
とは、
地域のかかりつけ医とが
ん診療連携拠点病院又は鳥取県が指定するがん
診療連携推進病院
（以下、
がん拠点病院等）
の医
師が、
治療経過を共有できる
「治療計画表」
のこと
図2

である。
地域連携パスを活用し、
かかりつけ医とが
ん拠点病院等の医師が協力して患者の治療を行
う。症状が落ち着いているときの投薬や日常の診
療はかかりつけ医が行い、専門的な治療や定期
的な検査はがん拠点病院等で行う。
かかりつけ医
が判断して対応できない場合はがん拠点病院等
を受診、
また休日や夜間等かかりつけ医を受診で
きない場合はがん拠点病院等が対応する
（図1）
。

この地域連携パスを活用することで、
がん拠点
病院等と地域のかかりつけ医が協力し、患者の
視点に立った安心で質の高い医療を提供する体
制の構築が可能となる。
また、患者にとっても、長
い待ち時間や通院時間の短縮などの負担軽減
や、
ご自身の治療計画や経過の把握、
かかりつけ
医の手厚い診療による不安の解消といったメ
リットにもつながる。
かかりつけ医に、
がん治療の始めから関わりを
持ってもらうこと、
そして、長期にわたる術後化学
療法中の副作用や、治療の後遺症に対する支持
療法を含めて、患者さんの闘病生活を平素より
よく知っていただくことの意義は大きい。がん患
者の多くは高齢者であり、
「がん専門医」が高血
圧や糖尿病のフォローまでをきめ細かく行うこ

図１
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とはできない。
「かかりつけ医」
がこれらの病気と

ともにがんを含めてトータルに診ることに地域連

療を行っている：79％、終末期患者の在宅看取

携パスの意義がある。
このような平素の関係が

り経 験あり：6 8％、麻 薬 施用医 者 資 格あり：

あれば、再発から終末に至る状況になっても、
か

62％、
となっており、緩和を含めたがんの地域連

けがえのない大切な時を、少しでも長く家庭で過

携パスを推進する根拠は十分にあるものと判断

ごすために、患者とかかりつけ医との関係はさら

された。
こうして鳥取県東部では５大がんに緩和

に緊密なものとなっていく。

を加えた６つの地域連携パスがスタートするこ

さらに、がん患者とその家族が可能な限り質

とになった。

の高い療養生活を送れるようにするためには、
緩和ケアが、治療の初期段階から行われるとと
もに、診断、治療、在宅医療など様々な場面にお
いて切れ目なく実施される必要がある。
ことに、

がん地域連携パス先行地域の実情
さて、
ここで連携先行地域の実情をうかがって

がん患者の意向を踏まえ、住み慣れた家庭や地

みよう。
その現実はパスへの期待とは程遠く、が

域での療養も選択できるよう、在宅医療の充実

ん診療連携拠点病院とかかりつけ医の間にはい

を図ることが求められており、
がん患者の在宅で

まだに大きな溝がある。
つまり、病院に通院中の

の療養生活の質の維持向上を図るため、在宅医

患者は、
自らのかかりつけ医を持ちながら、診療

療と介護を適切に提供していく体制を整備しな

所と病院が連携して診療提供できる可能性があ

ければならない。

ることを知らず、
また、かかりつけ医の側は患者
の要求に応えたい気持ちはあるものの、情報共

鳥取県の取り組み

有や緊急時対応などの仕組みが整わず、
また、病
院医師のかかりつけ医の役割に対する認識も不

鳥取県では鳥取県がん診療連携協議会のも

十分で、
しっかりした連携が出来ていない。実情

とに、東部、中部、西部のそれぞれの医師会が中

は、平成19年にがん対策基本法が施行され、拠

心となって、
５大がん
（肺、
胃、肝、大腸、乳腺）
の

点病院に緩和ケアチームや緩和ケア病棟が設

地域連携パスの整備を行った。その結果、東・

置されて以降、かかりつけ医の関与できる地域

中・西の3地域が共通のパスを使用して地域を

連携事例や自宅で死亡する事例がむしろ減少し

越えて円滑な連携が出来るようにするとともに、

ている。
また、患者が地域に紹介されるに当たっ

パスが地域の状況にマッチして、多くの診療所な

ては、患者が重症化してからで、患者に充分な病

ど医療機関が参加できるよう配慮をしながら準

状とケア方針の説明が成されていない場合が多

備が進められた。

く、患者と家族の混乱を招く場合がとても多い。

東部医師会では、
がんの地域連携パスが患者

現行のがん地域連携パスがこれらの事例をよく

の地域での暮らしを支え、その安心の生活のた

反省し、
かかりつけ医への支援をしっかりと組み

めには、5大がんに加えて、在宅での看取りまで

込まなければ、実際の運用､普及は難しいと思わ

を含めた緩和ケアのパスも必要と考え、平成23

れる。今回の鳥取県東部医師会のアンケート調

年4月、東部医師会会員に対し、
がんの地域連携

査でも、がん患者や受け入れた場合の不安とし

パスに関するアンケート調査を実施した。
このア

ては、緊急時の対応、化学療法の副作用、患者の

ンケート調査では東部地域診療所154施設中

メンタルケアなどがあげられており、
これらの問

63件、40％から回答を頂いた。
それによると、
が

題提起を含めてきめの細かいパス運用の支援体

んの術後フォローに関心がある：72％、訪問診

制を構築しなければならない。
あらためて、
すべ
6

ての人が自宅もしくは自宅に準じる場で終末期

との割合）は胃がん22件（51％）、大腸がん24

を過ごされること、
そして、
そこで看取られること

件（48％）、肺がん10件（48％）、肝がん9件

を願い、
「がんの地域連携パス」が「がんの在宅

（ 6 4 ％ ）、乳 がん 2 件（ 8 ％ ）で 総 合 計 6 7 件

緩和ケア」
の普及を通して、次の目標である高齢

（44％）、緩和ケアパス1件という結果で徐々に

者終末期医療（エンドオブライフケア）へのかけ

定着してきた
（図4、5）。

はしになることを期待している
（図3）。

図4
図3

当院でのがん地域連携パス運用の
進捗状況と今後の課題
鳥取県共通のがん地域連携パスを開始する
にあたり東部医師会では医療関係者へ数回の
学習会を開催し周知を図った。一方、計画策定
病院の地域連携室担当者はワーキンググループ
を臨時召集し定例会を開催しながら準備を行い
試行錯誤の中スタートした。導入後も問題点を
各施設間で情報共有し進めて行った。
当院では
電子カルテを運用したシステム整備と、
マニュア
ルを用いて関連部門の医師、看護師、医事課等
へ説明し周知を図った。
また連携医療機関の医
師へはその都度説明し協力を頂きながら進めて
行った。
当院のがん地域連携パス運用の進捗状
況をみると、平成24年度の運用件数（対象患者
7

図5

特 集

退院前に主治医が地域連携パスを説明し同

よう緩和ケアパス運用の支援体制を構築する

意を得た患者に対して運用している。患者家族

べく関 係 機 関と顔の見える密な関 係 強 化を

は二人の医師に診てもらえて安心だとほぼ全員

図っていきたいと考える。

が受諾された。連携医療機関との療養連携分
担においては、返信された確認書からは治療、
経過観察・既存疾患治療：4割、内服抗がん剤
投与：3割、外来・入院化学療法においては全く

がんの在宅緩和医療から
エンドオブライフケアへ

なかった。
また報告書に関しては24％と返信率

ここであらためて日本の在宅医療の現実を確

が低く地域連携パス運用患者67人中20人、連

認したい。がんは長らく死因の第１位を占め、年

携89施設中7施設に限られた。本来なら定期

間３３万人の国民が亡くなっているが、
そのうち

的に地域連携室担当者が、連携医へ受診状況

自宅で亡くなっている人はわずか６％。
自宅以外

や地域連携パス運用の問題点など確認し、報

で亡くなっている人は全体の9４％で、そのうち

告書の返信率が低い原因検索をするべきでは

ホスピス・緩和ケア病棟で最後を迎えた人の比

あるが現時点では実施できていない。
１年間運

率わずか３％に満たない。
アメリカでは全末期が

用した結果の問題点として、計画策定病院側で

ん患者のうち２人に１人、
イギリスでは３人に１

はパス運用に対する意識が医師により異なり、

人が在宅ケアを利用し亡くなっている事実を私

そのほとんどが外科医師に限られている。連携

たちはどう考えたらよいのだろうか。
そして、
３人

医療機関側では、地域連携パス運用の認識が

に１人はがんで死亡するとはいうものの、残りの

不十分で所定書類が使用されない、報告書の

2人はがん以外の疾患で死亡している。
がんを含

返信率が低い、更には、現在使用の同意書は病

めて年間に約110 万人が死亡しており、2040

院間の医療分担や、受診日が分かりづらく利用

年では170 万人の死亡数が見込まれているが、

しにくい等・・・。患者側の問題点としては、受診

非がん疾患の緩和ケアについての取り組みは

の際「わたしのカルテ」
を持参する患者が少なく

遅々として進んでいない現実がある。

共通ツールとして有効に使用されていない。患
者自身が治療計画や経過の把握ができ安心感
につながる、自分の治療に責任が持てるという
本来の目的には至っていない。緩和ケアパスに
関しては1例しか使用されていないことから運
用方法、書式ともに問題山積である。今後の課
題としては、鳥取県下での地域連携パスの定着
を目指し、当院単独でなく計画策定病院間で連
携し地域住民にも理解して頂くよう福祉関係
者、公民館など広報範囲を広げた周知活動を
行う必要がある。そして患者が地域連携パスを
運用して良かったと思えるよう、患者の視点に

図6

立った安心で質の高い医療を提供できるよう
職員一人一人が接遇の向上に努める必要があ
る。更には安心して在宅緩和ケアに移行できる
8

これらの非がん疾患患者は、その終末期、疼
痛、呼吸困難などのさまざまな苦痛のもとにあ
り、がんと比べてその頻度は決して低いもので
はない。苦しみを伴うさまざまの病態をコント
ロールして、
自宅で最期まですごしたいという願
いは、がん患者やその家族だけでなく、
あらゆる
人の望みなのであるが、非がん疾患の緩和ケア
は遅れているのである
（図6）。
その理由を必ずしも緩和医療の保険適用だ
けに帰すことは出来ない。非がん疾患の在宅緩
和ケアは在宅医療の経験を積んだ医師にとって

図7

も困難な課題である。例えば在宅ホスピス・緩
和ケアを積極的に行っている施設（診療所）で

繰り返しになるが、
「がんの地域連携パス」が

も、非がん疾患の在宅看取り率はがんと比べる

「がんの在宅緩和ケア」
の普及を通して、高齢者

と明らかに低い。その要因の一つに、非がん疾

終末期在宅医療へのかけはしになることを期待

患の終末期予後予測ががんに比較して困難で

している。

あることがあげられている。
だが、非がん疾患の緩和ケアの難しさは保険
適用、予後予測以外のところにもあるのではな
いだろうか。高齢患者には、認知症、骨粗鬆症・
骨折、誤嚥性肺炎、排尿障害、慢性心不全など
複数の病態が混在していることが多い。病気を
機会に心身機能も低下し、加齢、病気、障害の
相互に切り離せない問題で、普段から看護・介
護の働きが重要な支えとなる。そして終末期と
もなれば、精神、身体の様々な働きを失って、
も
はや人としての尊厳を患者自らの力では保つこ
とが出来なくなる。ただ、ケアする人の働きに
よってその人の
「尊厳」
は保たれるのであり、
ここ
に緩和ケアは尽きるのである。
したがって、家族
やその関係者がいなければ高齢者終末期の緩
和ケアは成り立たない。必要なことはその患者・
家族や関係者を支える医療・福祉のしっかりと
した働きである
（図7）。
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地域医療としての
総合診療と緩和ケア

地域医療総合支援センター長
総合診療科

足立

誠司

病床、学生実習の受け入れなどを行っている。総

はじめに
日本は、
世界に類をみない超高齢化社会・多死

合診療科の役割については、2013年青春号

の時代に突入しており、2040年頃に死亡数は

Vol.1,p5-11特集「超高齢化社会における総合

ピークを迎えるが、その後も高齢化率は上昇し

診療科の果たす役割」、
「地域医療機関診療ネッ

2060年には約40％と推定されています。
このよ

トワークによる総合診療実習」
を参照していただ

うな社会構造の変化に伴い近年、
地域医療、
総合

き、
本項では割愛させていただきます。

診療、緩和ケアという言葉がメディアに取り上げ

総合診療を行うには全人的医療を中心に5つの

られる機会が多くなっています。
これらに共通す

要素
（包括性、
継続性、
責任性、
協調性、
近接性）
が

る内容について今回ご紹介したいと思います。

重要と考えられています。個人的にはこれに文脈
性（コンテクスト）を加えて考えるようにしていま

1. 地域医療とは
「地域医療」
という言葉は、日常的によく見聞き

す。文脈性とは、患者、家族、地域を1つの単位とし
てとらえ、
その歴史的背景や人生の物語りを聞き、

し、
自ら言葉にすることもありますが、確立した定義

個別性や価値観の多様性に配慮することです。
エ

がないためにそれぞれ異なる考えで使用されている

ビデンス
（科学的根拠）
に基づく医療と文脈性（個

のが現状と思われます。
このため、本項で使用する

別性）
に基づく医療のバランスを取り、包括的にケ

地域医療の言葉の意味を統一する必要があります。

アを行うことが総合診療では求められています。

“地域医療”と“定義”でインターネット検索し、図
１に示す記載が世間一般の認識と考え、本項での

3. 緩和ケアとは

地域医療の定義として取り扱うことにします。
この

緩和ケアは全人的医療を目指しており、
総合診

内容をみると地域医療を実践するには、一つの医

療と目指している方向は変わりません。2002年

療機関だけでは完結できず、地域住民、行政、企業

WHOの緩和ケアの定義では、
生命を脅かす疾患

などが連携し、病気だけでなく、療養や介護、育児

に直面する患者とその家族を対象にしています。

支援など包括的な活動が必要であることを意味し

総合診療の対象は、子どもから老人まで幅広い

ています。
すなわち、病院内の活動だけでは地域医

患者を対象としているのに対し、緩和ケアでは生

療は行えないと言ってよいかもしれません。

命を脅かす疾患（がん疾患だけでなく、非がん疾
患）
の患者とその家族が対象となり、限定的な一
面を持っています。
また、緩和ケアの目的は苦痛
（つらさ）
の緩和を行うことでQOL（生活の質）
を
向上させることとなっています。
この点でも総合
診療の考えと重なる部分はあるものの、総合診
療の一部に緩和ケアが位置付けられています。

図1

地域医療とは

2. 総合診療とは

4. 地域医療と緩和ケア、総合診療
との関係性について

現在、鳥取市立病院では総合診療科5名体制

関係性についてはいろいろな考えがあると思

で主に総合診療外来、入院対応、地域支援緩和

いますが、今回は個人的な意見を図2に挙げま
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す。人が生まれ、成長し、
ある時期に何らかの病

らず、病院と在宅の架け橋、病院と病院の架け

気になります。回復する場合もあれば回復困難

橋、病院と施設の架け橋、病院と行政の架け橋

な病気となる場合もあります。誰しもそれぞれ歳

など様々な部署と連携を深めることで地域医療

を重ねることで老い、最終的には死を迎える存

の充実に取り組んでいきたいと考えています。

在であることは、間違いのない現実です。高度最
先端医療が発達し、延命効果は期待できる時代
になっても、
いまだ死を避けることが難しい時代

退院前カンファレンスの一風景
（家族、
ケアマネ、
MSW、
歯科衛生士、
栄養士、
言語聴覚士
担当看護師、
担当医、
作業療法士など参加）

とも言えます。
総合診療の役割は、病気の予防、早期発見、
早期治療、慢性疾患の管理について専門科と協
働しながら、患者、家族のQOL向上を目指すこと
だと思います。
また、終末期で積極的治療が難し
くなった場合は、緩和ケアが中心的な役割とな
り、苦痛緩和を行うことでQOL向上を目指しま
す。QOL向上という視点からは、総合診療と緩和

地域支援緩和病床ケースカンファレンス（週1回）

ケアの基本的な考えは共通で、人生全体を生老
病死で考えた場合、それぞれのライフステージ
で使用される言葉が違うだけのように個人的に
は考えています
（図2）。

地域支援緩和病床回診の一風景
（退院支援チーム、総合診療科医師、病棟師長、リハビリチーム、
口腔ケアチーム、栄養サポートチーム、医師支援室など各院内チームが参加）

5. 地域医療総合支援センターの
役割について
地域医療総合支援センターには、主に3つの
部 門（ 地 域ケアセンター 、がん総 合 支 援セン
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おわりに

ター、地域連携室）があります。その名称が示す

鳥取県の高齢化率は26％を超え、特に山間

ように地域医療に総合的に取り組み、関係部署

地域の高齢化は深刻で40％以上の町も4つ存

を支援することで、地域に住む患者、家族を支援

在します。高齢化に対応するには、一つの医療機

するシステムの中心を担っていくことが地域医療

関だけでなく、他の医療機関、福祉施設、介護施

総合支援センターの役割であると考えています。

設、住民、行政などとさまざまな連携をする必要

地域ケアセンターに総合診療科、歯科が属して、

があります。地域医療総合支援センターが皆さ

前述のような活動を行っています。
キーワードは

んのお役に少しでも立てるようにこれからも頑

架け橋と考えています。活動は病院内だけに留ま

張っていきますので、
よろしくお願いいたします。

寄 稿

地域で取り組む口腔ケアの提言
鏡野町国民健康保険上齋原歯科診療所所長
鳥取市立病院 非常勤歯科医師

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

澤田 弘一

道生

はじめに
20世紀に医療は命を救うことに目覚しい進歩
を遂げました。
それに伴って人は老年症候群（図
１）
と共に、
がん、脳や心臓の血管障害、認知症お
しょうがい

よび糖尿病など「何らかの病気や障碍と向き
合って共に生活する」
という新たな生き方を受け
入れざるを得なくなりました。
おりしも、
日本は世
界に先駆けて65歳以上の人口が２１％を超える
「超高齢社会」
になりました。今後も
「何らかの病
しょうがい

気や障碍と向き合って共に生活する」方は増加
していくことが予想されます。

図2

高齢者に多い肺炎は、虚弱による免疫力の低
下に加えて、脳血管障害や認知機能低下などに
よる嚥下障害によって起因するものが多く、一
時的に肺炎の治療を行っても何度でも繰り返
し、入退院を続けながら虚弱が進む方々が多く
おられます。嚥下障害によって起こる口腔内細
菌の誤嚥（口の中の細菌を含んだ唾液などが自
然に気管に流れ込んでしまうこと）
を防ぐことが
図１

全身疾患と口腔の関わり

大切です。
がんは、その治療における化学療法・放射線
療法によって、身体は感染に対する免疫力が著

口腔内には身体のなかでもトップレベルの細

しく低下します。口腔内の炎症（主に歯周病）が

菌など微生物の多い場所です。
その数は、数千億

放置されれば、炎症はそこだけに留まらず、全身

個、300種類以上の細菌が生息しています。
なか

に波及し、本来のがん治療に支障をきたすこと

には弱毒菌も存在し、
このため口腔内には慢性

があります。心疾患や糖尿病などの治療・予防の

的な感染症が起こりやすく、歯周病は中高年の

ためにも歯周病治療が欠かせなくなりました。

成人の大半が罹患しています。近年、
この口腔内

従来からなんとなく常識であった
「口の中のこ

細菌やそれによる感染症（主に歯周病）
が全身疾

とは口の中だけのこと。身体とは関係ない」
とい

患と関わりがあることが解ってきました。
（図2）

う認識は、
今や全く覆されました。
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い、あるいは状態が変化してケアの方法を変更

当院の口腔ケア
しょうがい

「何らかの病気や障碍と向き合って共に生活
する」上で、
口腔内の炎症をコントロールし、摂食
嚥下機能を高めることは、生活の質を維持・向上
させる不可欠なポイントです。
この「口腔内の炎
症をコントロールし、摂食嚥下機能を高めるケ
ア」
に緩和ケアを加え、
これらの口腔に関わるケ
アを総称して
「口腔ケア」
と呼んでいます。
口腔ケアの必要性の高い方は、入院・外来・在
宅にかかわらず病院にかかっておられます。
にも
かかわらず病院には口腔ケアを専任で統括する
者がいないことが、全国の多くの病院の現状で
ありました。
このような経緯から、
当院の歯科は、
3年前に鳥取県内の総合病院として初めて、
口腔
ケアを専門とする診療科として開設されました。

した方がよくてもその方法がわからなかったた
めに再発したケースもありました。
このため、実
践に即した支援が必要と認識し、
２年前より歯
科医師と歯科衛生士による訪問診療を開始しま
した。状態に変化がないか診察し、
口腔ケアを行
うのに加えて、状態の変化に対応したケアの方
法や食事の作り方などを本人やご家族に説明し
たり、ケアの難しいと感じている点を尋ね、解決
法を一緒に考えることもあります。
訪問診療を始めまだ間もないですが、退院後
数週間での再入院を繰り返しておられた方が、
再
入院することなく経過したという事例もあり、継
続的な口腔ケアの重要性を日々実感しています。

今までに、入院されている患者さんを主な対

「こころの健康」
を支える
「口腔ケア」

象として口腔ケアを行い、一定の成果を得ており

当院は、患者さんの
「身体」
を診るだけでなく、

ますが、無事退院された後、再入院される方も多

その方の生活背景も含めて
「こころ」
まで診てい

くおられます。

くという全人的な医療とケアを目指しています。

退院前に本人、
ご家族や施設職員の方へケア

口腔ケアを必要とする状態は生活習慣を背景と

の方法を指導してはおりますが（写真①、②）、退

していますので、口腔ケアを行う人たちは、患者

院後に継続されるべきケアが充分されていな

さんの生活背景を踏まえた関わりをしておりま
す。
さらに、口の中の感覚は、脳の感覚を支配す
る領域を占める割合が大変高いこと
（大脳皮質
の約30％が口の中の感覚）が知られています。
（図3）
このことは、逆に、
口の中の感覚が脳に刺激を
もたらしていることを表し、人間が生きる上で口
の中の感覚が重要であることを示しています。
こ
のように、脳と関係が深い口の中は
「こころ」
と密

写真①

写真②
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図３

接に関係のある器官でもあります。
当院をご利用

方々に提供できるようになるでしょう。
（図５）

いただく方々は、
「身体」
にも
「こころ」
にも何らか
の苦痛を持ち合わせた方々です。
こういった人た
ちに対して、私たちは、口の中の器質的・機能的
問題（むし歯、入れ歯、
かぶせ、歯周病など）
を解
決するだけではなく、
もう一歩進んで
「こころの健
康」
という部分まで考えて口腔ケアを行っていま
す。
そしてこのことは、皆様の生活を支え、有意義
な人生を支える
「口腔ケア」
（ 図４）
といえると思
います。

図5

「地域」
と聞くと、市町村単位のような
「Area」
を思い浮かべます。
しかし、人と人とが繋がって
いる「地域」のことを「Community（コミュニ
ティー）」
といいます。
（図６）

図4

地域で取り組む口腔ケア
しょうがい

このように、
「何らかの病気や障碍と向き合っ

図6

て共に生活する」上で、退院後も継続的に口腔を
ケアすることの必要性は高いのですが、特に高

現代社会ではこのコミュニティーが希薄に

齢の患者さんについては、
ご家族や介護施設の

なって久しいです。最近になって、
コミュニティー

方に日々の口腔ケアのサポートをして頂かなけ

の存在が特に高齢者の
「こころの健康」
を保つ上

ればならない場合が多くなります。
サポートして

で重要であると考えられるようになりました。私

頂く方々の考え方が一致しなければ、口腔ケア

達の病院は、当病院に付き合いのあった患者さ

は継続できません。患者さん本人、
ご家族や施

んとそのご家族を始めとする関係者皆さんのコ

設、あるいは保健や福祉の方へひいては広く地

ミュニティーの一員となって、
その生活をお支え

域の方に、
その意義を理解して頂いたり、具体的

する存在になりたいと思っております。

なケアの方法を説明したりできる情報提供の場
を積極的に持ちたいと考えています。
口腔の問題
は誰しも程度の差はあれ関わることで、皆さんい
しょうがい

ずれ「何らかの病気や障碍と向き合って共に生
活する」時はきます。そして広く地域の方に理解
して頂ければ、
このケアを必要とされる多くの
14

特別
企画

⑵
看取りを考える

人工栄養と胃瘻

鳥取市立病院
総合診療科

懸樋 英一

はじめに
前回号の「看取りを考える」
では、岡山大学

朗報と言われていました。
そのため、
ここ20年

の斉 藤 信 也 教 授よりQ u a l i t y o f D e a t h

くらいの間で、全国的に普及した方法となって

（QOD：死の質）
について寄稿がありました。先

います。

進国の中で、英国が1位で日本は23位という
結果は、皆さんどのように感じられたでしょう
か？苦しみを感じず、安らかに人生の最期を迎
えることは誰もが望むことではないかと思われ
ます。
しかし、実際の医療介護現場ではどのよ
うなことが起こっているでしょうか。
今回は、
「 食べられなくなったら、あなたな
らどうしますか？」
という課題に対し、
「 人工栄
養と胃瘻（いろう）」
という切り口から考えてみ
たいと思います。対象は、常識的に寿命と考え
られる、経口摂取が出来なくなった高齢の方
です。

胃瘻に関わる問題点
胃瘻を造設に至る病態は様々です。頭頚部
の病気のため、経口摂取が出来ない患者様に
とっては、水分・栄養補給をこの方法で行えば
社会生活を営みやすくなる便利な手段ではな
いでしょうか。
しかし、実際の医療現場では、
「老化が進み，経口摂取が出来ないから胃瘻を
作る」が主な理由となっています。医療機関で
は何の疑いもなく導入している手法ですが、実
際は、簡単に栄養が摂れるようになった半面、
逆に苦痛を与えているのではないかという切
実な問題が浮き彫りになってきました。例とし

胃瘻とは？
年齢を重ね、脳卒中、認知症になり、寝たき

いていたのに、実際に誤嚥性肺炎を繰り返すこ

りといった状況になると、
自力での経口摂取が

とが多いと思われます。海外での胃瘻研究で

困難となるケースが。そのため、食事の摂取に

は、認知機能が著しく低下し会話・自力座位が

家族の介助が必要になってくることがありま

出来ない、昏迷状態の方に対する胃瘻からの

す。
しかし、
さらに上記状態の進行が進むと、飲

流動食による人工栄養は、誤嚥性肺炎を予防

み込むことが困難、
さらには口を開けてもらえ

できない、栄養障害を改善しない、褥瘡（床ず

なくなる、
といった状況に陥ります。食べたくな

れ）を予防できないと報告されています。現場

いのか？、食べることができないのか？、
ご本人

で接している家族・職員の感じていたことは、
あ

と意思疎通が取れないため家族、医療・介護関

る程度研究結果と一致すると思われます。
その

係者とも困ってしまうことが多々あります。家

ため、欧米の老年学会では、人生の終末期で経

族の立場からは食べてもらえないのは心配、医

口摂取不可能な症例に対する人工的な水分・

療関係者からは栄養・水分が入らないと衰弱

栄養補給法における対応の考え方を示してい

させてしまう、退院が出来ない、
といったことが

ます。胃瘻などの人工的な処置は通常行わな

主な困る理由と思われます。
そこで、
このような

い。
胃瘻を実施するには個別的対応が必要だ

場合、一般的にはお腹から胃袋に穴をあけてト

が、批判的かつ制限的なアプローチが必要。質

ンネルを作る手段を導入し、
このトンネルのこ

の高い緩和ケアを実施するためには、患者に

とを
「胃瘻」
と呼びます。
すると、
口から胃袋まで

何らかの措置や治療を行った時の利益が不利

の消化管をバイパスし食事摂取が可能になり、

益を上回らなければならない。栄養補給が簡

上記の問題が一気に解決します。

単な反面、本人には多大なる苦痛を強いる手

口から食べれば誤嚥してしまうという方にも
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て、
口から食べないので誤嚥が予防できると聞

段という背景があるからです。
その流れで、
自然

な形での看取りの支援をしています。栄養を与

るため」
と宣伝していたのに…。もちろん胃瘻

えないなんて残酷な、
と思われる方もいらっ

造 設によって恩 恵を受けている方も多くい

しゃるでしょう。
しかし、流動食によってかえっ

らっしゃいます。
しかし、
胃瘻によって苦しんで

て苦しんでいることに残酷さを覚えないのも倫

いる方のことも無視はできません。根底には、

理的に矛盾してしまいます。事の本質は、
胃瘻

意思決定のあり方に問題がありそうな状況が

造設を受けるかどうかの意思決定は、胃瘻造

分かってきました。

設を受ける本人では無く、他人が決めていると
いう背景があるからと思われます。
もちろん、西
洋と日本では死生観も異なり、意思決定の背
景が異なることも起因しています。
ちなみに、医
師への自分なら胃瘻を受けるかというアンケー
トでは、
胃瘻は望まない
（70%）、家族に任せる
（17%）、分からない（10%）、望む
（3%）
という
研究報告もあるようです。望まない理由は、
「苦
しそうだから」
だそうです
（日本老年医学会雑
誌 36；45-51，
1999）。

日本における、
胃瘻造設時の意思決定

どのように逝きたいか、
と、
どのように生きたいか
「命を大切にしましょう」
と学校では習いま
す。
しかし
「限りある命は、
いずれは最期を迎え
る」
という現実は、家庭でも幼稚園・小学校で
もあまり教えられなくなりました。
とにかく
「死」
に関することは見ない・言わない・聞かない、
自
分では考えず病院に任せておこう、
しかし医療
者も寝たきり高齢者には極力関わりたくない。
みんなで死に関わる問題を先送りにしようと
考えてはいないでしょうか
【図1】。
上記のように死を考えることは世の中ではタ

そこで、
日本では胃瘻造設時の意思決定が

ブー視されている内容です。
しかし、死はすべて

どのように行われているでしょうか（会田薫子

の生物に普遍的に訪れる現象です。
「どのよう

著、延命医療と臨床現場、東京大学出版会、

に逝きたいか」
を考えることは、
「どのように生

2011）
。

きたいか」
を同時に考えていることに気付かさ

1）慢性疾患終末期の定義の不明確性

れます。今回の寄稿では寿命に焦点を当ててい

2）
人工栄養をしない選択の困難さ

ます。医療関係者の立場からは、生活習慣病健

3）
人工栄養の中でも胃瘻を選択

診やがん検診がご自身の健康を見つめなおす

が挙げられます。
まず、高齢の方の衰弱してい

きっかけに繋がると幸いに思います。我々医療

く過程は、老衰/病気の明確な境界が分から

関係者もそれらを支援できるように努めたいと

ないことが一般的です。一時的に胃瘻による

思います。

人工栄養を行えば再び経口摂取ができるよう
になる可能性があります。次に、医師と家族と
も、経口摂取が出来なくなった方に胃瘻を施
すことで心理的安寧が得られます。医療者とし
ては、患者家族の感情・意向への応答しようと
働きます。食事が入らないことで衰弱させるこ
との法的懸念が生じます。最後に、医療システ
ムの問題では、胃瘻が無いと介護施設が受け
入れてくれないため退院圧力が働きます。本人
の意向に関わらず、
胃瘻造設が施されます。
い
つの間にか患者のため、
というより、病院・介

【図１】
日光東照宮

神厩
（三猿：見ざる・言わざる・聞かざる）

護施設・家族の安寧のため、に目的がすり替
わっています。最初のうちは、
「自分らしく生き
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熱中症予防と治療

鳥取市立病院
診療局長
（救急医療担当） 麻酔科

浅雄
今年も熱中症が起きやすい暑い季節がやって

の人がなりやすいと言われています。
まずは自分

きます。熱中症を知って事前に対応策を考えて

が熱中症になりやすいか

予防することが最も重要です。今回は、予防策と

どうかを知ることがとて

対処法、更には治療についても少し触れます。

も重要です。

熱中症とは
暑熱環境下にさらされる、あるいは運動など
によって体の中でたくさんの熱を作るような条件
下にあった者が発症しやすく、体温を維持するた

保宏

熱中症になりやすい人の例
◆体力がない者、体調不良者
◆肥満
◆暑熱環境に慣れていない者
◆高齢者

めの生理的な反応より生

◆高血圧、糖尿病、
アルコール依存

じた失調状態から、全身

◆発汗機能の低下した者

の臓器の機能不全に至

◆発汗機能を低下させる薬物（抗パーキンソン

るまでの、連続的な病態

病薬、抗コリン薬、抗ヒスタミン薬）服用

とされています。

熱中症が起きやすい条件
高温多湿で風がない状態

熱中症の初期状態
頭痛、嘔気、倦怠感、気分不良などの非特異的

の時。室内でも起こりえます。

HEAT!

身体が熱さに慣れていない
時期も要注意です。

症状であり、適切な手当で改善すればあとに
なって熱中症だったということがわかります。

熱中症が起きやすい条件
高温、多湿で風がない環境

熱中症が起こりやすい季節
当然ながら暑い夏、
しかも気温の高い昼間が
多いと言えます。
また、暑さがピークになる８月上
旬よりは梅雨明け後、急に気温が上昇する７月
中旬から下旬が多いことも分かっています。

蒸し暑い室内でもおこりうる
◆暑熱環境にまだ身体が慣れない梅雨明
けの頃
◆熱暑環境での労働を始めた頃
◆部活合宿の初め など

熱中症になりやすい人
熱暑環境に慣れてない人や汗が出にくい状態
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熱中症の予防

こんな時は救急車を！

熱中症が起きやすい条件があり、
自分が熱中

意識がない、あるいは反

症になりやすい条件があるなら、
あらかじめ、
き

応が鈍い、
おかしなことを言

め細やかな対策をとる必要があります。体調管

う場合はすぐに救急車要請

理をしっかり行って、節電対策もほどほどにして

を。吐き気や嘔吐があって

おきましょう。

水分補給が困難な時や、手
当しても改善しない場合も救急車を要請してく
ださい。

熱中症予防策

熱中症の治療

◆二日酔いや寝不足は誘因となるため

脱水と電解質の補正、冷却を進めます。救急

日頃から体調管理を心がける

車を呼ぶ必要がある状態だと、
おそらく入院して

◆適宜休憩を入れる
◆節電協力もほどほどに

点滴を行いつつ全身管理を行います。他の病気

◆こまめな水分補給

を除外する必要もあります。

◆ミネラル分不足に注意！

熱中症を疑ったら

最後に、熱中症が怖いか

安静を保てる涼しい場所に

らといって冷房が効いた部

移し、氷枕などで冷やします。

屋にこもりっきりでは生活を

意識がしっかりしていれば水分

楽しめません。熱中症を知

補給、
できれば塩分入りのもの

り、暑さに身体を慣らして生

を飲ませます。そのうえで注意

活を楽しむことが大切です。

深く経過を見ていきます。

※Ⅱ度で、
自分で水分・塩分を摂取できない時や、
Ⅲ度の状態であればすぐに病院へ
搬送する必要があります。

Ⅰ度（軽症）

Ⅱ度（中等症）

Ⅲ度（重症）

症 状

めまい、大量の発汗

めまい、
頭痛、嘔吐

意識障害、痙攣発作

立ちくらみ
（熱失神）

倦怠感、虚脱感

過呼吸、
ショック状態

筋肉痛、
こむら返り

集中力や判断力の低下

脳・肺・肝臓・腎臓に障害

対 処

涼しいところで安静にする
身体を冷やす
（0.3%くらい
水分を補給する
の塩水かスポーツドリンク）

救急車を呼ぶ
入院が必要

入院のうえ、厳重管理
（集中治療）
が必要
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緑内障の治療について

鳥取市立病院
診療部長（眼科）

細川 満人

緑内障は失明の最大の原因
私が当院へ赴任したのは9年前ですが、当時
「鳥取駅前は人通りが少ないなぁ」
という印象とと
もに、
「人通りが少ない割には白杖をついて歩いて
いる高齢者が目につくな」
という印象を受けまし
た。
それらの方々が実際に何の疾患で失明に至っ

以上の成人の5％が緑内障を有しており高齢者
では10％近くになることや、緑内障の70％は眼
圧が正常範囲(㱡21mmHg)に収まるいわゆる
正常眼圧緑内障であることなど、眼科医のそれ
までの認識をくつがえすようなデータが示されて
います。

たかは知る由もないわけですが、近年の疫学調査
によると緑内障が糖尿病網膜症を追い抜いて中
途失明原因の第1位となったことから、
おそらく緑
内障が主たる失明原因であろうということは容易
に推測されました。
一般に緑内障といえば、
「眼圧が上がって眼が
痛くなって頭痛や嘔吐を伴い、早く治療しないと
手遅れになって失明する。」
というイメージがある
と思います。
このような緑内障は正しくは急性閉
塞隅角症といい、
全体から見ればごく少数です。
当院外来を受診されるほとんどの緑内障患者
は慢性の緑内障で、非常にゆっくりと症状が進行
します。
ある高名な緑内障専門医は
「緑内障は超
慢性疾患である」
という言い方をされます。

眼圧は緑内障進行の最大のリスク因子
我々眼科医は緑内障の患者さんの眼圧を測定
しますが、
そもそも眼圧を測定する目的は何でしょ
うか？眼圧が診断の基準とはならないのであれ
ば、
「眼圧なんて測定する意味は無いのでは？」
と
思われるのも不思議ではありませんね。
緑内障診療ガイドラインには緑内障の定義が
記されており、
「緑内障は、視神経と視野に特徴的
変化を有し、通常、眼圧を十分に下降させること
により視神経障害を改善もしくは抑制しうる眼の
機能的構造的異常を特徴とする疾患である。」
と
書かれています。
海外での緑内障に関する大規模なスタディの一
つにC o l l a b o r a t i v e N o r m a l Te n s i o n

緑内障は視神経軸索の変性疾患
緑内障と言えば眼圧が高い(＞21mmHg)ため

のスタディによって「正常眼圧緑内障で眼圧を

に神経が傷んでくる疾患、
という概念が昔は一般

30％下げると約8割の患者の緑内障の進行が抑

的でしたが、岐阜県の多治見市で行われた大規

えられる」
というエビデンスが示されました。
それ

模な緑内障疫学調査(多治見スタディ)によると、

までは
「眼圧を下げればおそらく緑内障の進行は

正常者と緑内障患者を集団で比較した場合、平

抑制されるだろう」
ということは何となくわかって

均眼圧値にほとんど差はなく、眼圧値は診断の助

いましたが、眼圧がどの程度視機能に影響を及ぼ

けとはならないことが判明しました。緑内障の本

すのか、
どのくらい眼圧を下げれば視野の進行を

態は実は視神経軸索の変性疾患だということが

抑制できるのかという問いに対してエビデンスが

明らかになったのです。

初めて示されたわけです。
このスタディにより、緑

多治見スタディによると、驚くべきことに40歳
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Glaucoma Study
（CNTGS）
があるのですが、
そ

内障にとって眼圧が最大のリスク因子であること

診療紹介

が明確になるとともに、眼圧を十分下げる(30％

が早ければ(-3dB/年)、
10年以内に視野はかなり

以上)ことが我々眼科医にとっての分かり易い治

狭くなってしまうことになります。
逆に、
高齢者でか

療目標となったのです。

なり進行した状態であってもMDスロープが十分
緩やか(-0.5dB/年)であれば、余命を考慮すれば

視野検査から将来の進行を予測
ここに視野検査結果（図1）
があります。視野の
グレースケールの右下に視野感度閾値をdB(デシ
ベル)表示してありますが、これをMD(Mean
Deviation)値といいます。0dBが正常で、
マイナス
の値が大きいほど異常となります。
マイナス一桁台
のうちはほとんど自覚症状がありません。-15dB

さほど心配しなくて良いケースもあります。
ここで強調したいポイントは、
患者さんの年齢と
MDスロープからその人の将来の視野をある程度
予測可能である事と、眼圧下降治療によってMD
スロープを緩やかにできる事です。患者さんの存
命中にMD値が低下しすぎてしまっては生活に支
障をきたしますので、何回か視野検査を行うこと
で進行予測を行い、
将来の視野が危ないと判断さ
れるときは治療を強化しなくてはならないのです。

点眼治療と手術治療
患者Ａ ： 緑内障の手術をすると、
緑内障が治り
ますか?
図１

担当医 ： いいえ、
進行が遅くなるだけで緑内障は
完治しません。
終生通院は必要です。

になると視野欠損を自覚することが多くなります。

患者Ｂ ： 市立病院で緑内障手術をすると、

-25dB以下になると日常生活にかなり支障をきた

よく見えるようになると聞きましたが?

すようになります。
こうなるともちろん車の運転な

担当医 ： いいえ、
一旦失われた神経は取り戻せま
せん。
よく見えるように感じるのは白内

どは危険です。
年を追って視野検査のMD値をプロットするこ
とで視野の悪化率の傾きを出したものをMDス
ロープと言います
（図2）。MDスロープは緑内障の
病型や個人差などによって異なりますが、
だいた

障同時手術の効果であって、
緑内障単独
手術では少し視力が下がることのほう
が多いです。
患者Ｃ ： 一度緑内障手術をすると、
ずっと効果は
続きますか？

い-0.5〜-3dB/年の間に収まります。緑内障が判

担当医 ： いいえ、
手術効果は長くて10年程度しか

明した時点では初期であっても、
もしも進行速度

もちません。
中には数年で効果が切れて
くる人もいます。
そのため再手術が必要
になる人も結構います。

これらの対話だけを聞けば、緑内障手術は欠
点だらけのように思えてきます。緑内障手術は手
技や術後管理が難しいだけでなく、手術自体が多
少なりとも視力を下げてしまうリスクを孕んでい
図２

ます。
なぜこのような手術を敢えて行う必要があ
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るのでしょうか？

手術と根本的に異なる点です。
習得も比較的難し

緑内障治療の基本はまずは点眼薬です。手術

いため多くの眼科医が避けて通る手術ですが、
だ

と比べて点眼治療のほうが患者さんにとって圧倒

からこそチャレンジし甲斐のある分野だと考えて

的に抵抗感が少ないのが利点です。最近は鋭い

います。
これからも当院では緑内障による失明を

切れ味を持つ薬剤が何種類も発売され、私が医

少しでも減らせるように一層努力していきたいと

師になった20年前とは比較にならないほど薬物

考えています。
また、術者の不足に関しては山陰

治療の幅が広がりました。
それにもかかわらず、薬

地方全体の非常に深刻な問題ですので、後進の

物治療に抵抗してなかなか眼圧が下がらない方

育成も積極的に行いたいと考えています。

がいますし、薬剤アレルギー等のために点眼がで
きない人もいます。
中にはそもそもきちんと点眼を
してくれない人もいます。
「 眼圧を30%下げれば
かなりの確率で視野の進行を抑制できる」
のは確
かですが、点眼だけで30％の眼圧下降を達成す
るのは実はかなり難しいハードルなのです。その
方の年齢とMDスロープから、そのままでは将来
の視野が危ないと判断したときは、
当科では入念
なインフォームドコンセントを行い積極的に手術
に踏み切るようにしています。緑内障手術は「現

数十年後の未来に、白杖をついて駅周辺を歩

在症状があって困っている」から手術をするので

いている高齢者が今よりずっと減っていれば良い

はなく、
「将来症状が出てからでは困る」
から手術

な、
と思います。

をするのです。

視機能にまだ余裕がある
段階で適切な治療を
点眼治療以外によい治療法は無いと思い込ん
でいたために手術治療のタイミングを逃し、末期
になってから当院を受診する患者さんにしばしば
出会います。緑内障は超慢性疾患ですので、患者
さんのみならず医師も初期の段階では将来の失
明リスクを甘く見積もりがちです。
ずっと遠い将来
の失明リスクと目の前の手術合併症リスクを天秤
にかけた結果、手術を先送りしたくなる気持ちは
分からないでもないですが、
どうしても必要なら
ば視機能にまだ余裕がある段階で手術に踏み切
らなくてはなりません。緑内障手術は患者さんに
短期的な利益をもたらすわけではありませんので
術後に不満が生じ易い手術であり、
そこが白内障

21

看

nursing

護

外来化学療法に
おける看護

鳥取市立病院 化学療法室
がん化学療法看護認定看護師

三谷

洋美

鳥取市立病院外来化学療法室は、化学療法を

よるプライバシー保護など環境整備に努めていま

必要とする患者さんに対して、仕事や地域や家庭

す。
また、待合室での混雑を避けるために、来室後

などの日常生活をできる限り維持しながら、点

のベッドの案内は、予約時間・ベッドの空床状況

滴・注射治療を継続していただくことを目的に、

を考慮しお待たせしないよう心がけています。

2008年5月に4床で開設しました。
その後患者数
および治療件数の増加に伴い2009年7月に増
床・移設して、現在の化学療法室となりました。
ベッド数は12床で、電動ベッド11台、
リクライニ
ングチェア1台が稼働しています。電動ベッドのう
ち2台は耐圧分散マットレスを使用して、長時間
の点滴およびADL介助を必要とする患者さんへ
優先的に使用しています。化学療法室では、外来

化学療法室

通院の患者さん対象にあらゆる臓器のがん腫レ
ジメン、点滴・注射治療（表1）
を行っています。殺

殺細胞性抗悪性腫瘍薬・分子標的薬
ホルモン療法薬
生物学的製剤
悪性腫瘍骨転移治療剤
待合室
表1

化学療法室での治療薬剤

当院の化学療法は年々増加傾向にあり、今ま
細胞性抗悪性腫瘍薬・分子標的薬治療は月平均

で入院で行っていた治療が外来で受けられるよ

133件、全ての治療は年間2500件以上となりま

うになったことで外来化学療法件数は増加し、化

す。1日12-13名の患者さんが来室され、がん化

学療法室に来られる患者さんも増えています。化

学療法看護認定看護師1名、看護師2名、
がん薬

学療法室へ来られる患者さんには、入院で治療

物療法認定薬剤師1名が対応しています。化学療

開始となった後外来治療へ移行される方、外来

法室では、
「安全・確実・安楽な治療の提供」
を掲

で治療開始となる方があります。外来化学療法が

げ、
「抗がん剤曝露予防対策マニュアル」
「抗がん

決定した患者さんは、
まず外来化学療法室オリエ

剤投与マニュアル」に沿って、曝露対策を実施し

ンテーションを受けます。事前見学では化学療法

ながら、抗がん剤を安全に取り扱い、確実な投与

室看護師が室内の案内と治療スケジュールなど

を行っています。安楽面では、室内の音楽、
アロマ

説明し、不安・気がかりがないか確認して、
内容に

空気清浄器の使用、室温・湿度調節、
カーテンに

応じたパンフレット活用、
他部門・他職種と連携し
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て、安心して治療が受けられるよう支援していま

軽微な場合でも化学療法を一時的休薬・減量や

す。
これは初回外来化学療法での事前アセスメン

中断を余儀なくされる場合があります。

ト、不安軽減、
円滑なコミュニケーションに役立っ

そこで、カペシタビンを含む治療患者さん19

ています。外来治療では、患者さんは自宅で副作

名に対し、治療初回でDVD・パンフレットを使

用を経験します。化学療法室看護師は患者教育

用した個別の皮膚セルフケア指導を行いまし

として治療に応じて起こりやすい副作用を説明し

た。2回目以降は、家での様子を聞き実際のセル

て、予防・対策・対処方法などのセルフケア指導を

フケア状況を確認しました。そして、日常生活で

行っています。
セルフケア指導は、治療中に、
自宅

実施できるセルフケア方法について話し合い・

での様子、困ったことはないか、副作用の発現状

助言を行い、皮膚の状態を観察・評価して、必要

況、それに対するセルフケア行動の確認と指導・

に応じて主治医へ相談しました。治療によって

助言です。
セルフケア行動は、患者さんに合った、

は診察前に副作用チェックシートを患者さん自

実施可能な方法を話し合います。
この時、看護師

身に記入してもらい、セルフケア支援での参考

が必要と判断した時は患者さんの了解を得て、
ご

にしていました。継続した支援により、手足症候

家族や協力の得られるキーパーソンに同席しても

群 は H F S（ 手 足 症 候 群 ）判 定 基 準 中 外 製 薬

らい一緒に話し合うこともあります。

hand-footsyndromeAtlasを指標に12名が

当院の外来化学療法臓器別件数では、乳腺に

G r a d e 0 、6 名 が G r a d e 1 でした 。1 名 が

次いで大腸が多くなっています。昨年度の大腸が

Grade3で休薬・治療中断となりましたが、18

ん治療における手足症候群セルフケア支援（表

名は治療完遂できました。

2）
を紹介します。大腸がん治療では、手足症候群

治療の主人公は患者さんご自身です。
がんと診

やRashといった皮膚障害の起こりやすい薬剤を

断されてから治療開始となるわけですが、病気を

併用した治療が行われます。皮膚障害は致死的

受け入れられないまま治療に入る方もあります。

状況や緊急処置が必要なものは稀ですが、比較

これらの個々の現状を理解して、患者さんが納得

的発生頻度が高く、皮膚障害が患者さんのQOL

して主体的に治療を受けセルフケアを実践できる

に与える影響は大きく、重篤化した際だけでなく、

ようサポートしています。
また事前の診察で医師
に話せなかったことや副作用で気になること、普

①DVD・パンフレットによる指導

段の生活で話せないことや心に積もった思いなど

②個別的なセルフケア指導：実施可能な方法

を聞き、心を少しでも軽く、安心して自宅で過ごし

について話し合い⇒再確認⇒フィードバック

ていただけることを重視し対応・支援に取組んで

③副作用チェックシート活用

います。治療中は、安楽な体位、確実な穿刺と血

④情報共有し早期対応：皮膚科受診、

管痛・悪心・疼痛などの症状緩和に努めています。

セルフケア指導、
治療休薬・減量など

これからも治療を安全・確実に提供し快適に受け
ていただけるよう工夫して、他職種・他部門と連
携しながら支援を行っていきます。そして一人一
人が自分らしく、QOLを維持しながら日常を安楽
に過ごしていただけるよう、
日々患者さん・ご家族
へ寄り添える看護を目指します。

表2
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手足症候群セルフケア支援

看 護

多職種で関わる緩和ケア
6階東病棟
看護師長

安治ゆかり
6階東病棟は、
平成21年8月に緩和ケア病床を含む病棟としてリニューアルし、
34床中14床の個室を備
えた病棟です。
デイルーム、
病室からの久松山一帯のパノラマは患者様ご家族にとって勿論、
私達の癒しに
もなり日々季節を感じながら過ごす事ができる環境です。患者さまは内科、外科、泌尿器科、放射線科、皮
膚科と対象は幅広く、
それぞれに身体的、
精神的、
社会的、
スピリチュアルな苦痛を抱えておられ、
看護師の
みではなく多職種で個々に応じた関わりをさせて頂いています。
緩和ケアでは、
基本的なアプローチの一つ
1）
が重要とされています。
そこで、
当病棟でも基本に則り、
日々情報交
として
『多専門職種によるチームケア』

換や定期的なカンファレンスを多職種と行い、
患者家族を中心としたチーム医療の実践に努めています。

★多職種スタッフ紹介★
患者様への抗がん剤治療や症状緩和用薬剤を中心とした薬の説明や効果・副
作用症状のモニタリングと対応、医師や看護師等のスタッフからの薬物療法に
関する相談応需（薬剤選択や投与量設計等）などを行なっています。より良い
病棟薬剤師

熊谷

医療環境を提供するための一翼となれるように頑張っていきたいと思います。

務

6東病棟の全人的なケアの中で、多面的に支援の依頼があります。毎週月曜日
のカンファレンスの他にも毎日病棟訪問をし、退院された患者さん等の情報提
供も行い、問題を共有しながらケアができる関係です。
がん支援相談員

廣山

恵

毎週金曜日にリハビリカンファレンスを行なう事で、
日々変動する患者様の病
状・心理面の状況、本人・家族のＤemand等の情報を多職種間で共有し、その
理学療法士

前住

都度リハビリの目的・goalの修正を、
リハビリ介入が可能になったと感じます。

春菜
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スピリチュアルという言葉は聞き慣れない言葉ではないでしょうか。
スピリチュアルな苦痛とは
『存在と
意味の消滅から生じる苦痛』
とされ、
自分の生きてきた意味を問い、
何でこのような苦しみを味わうのだろ
ことがあります。
それに対して、
私達は良い言葉や思いや欲しい答えを返す事は
うかと思いを表出される2）
できないかもしれませんが、
気持ちに寄り添えるように出来る限りそばにいてお話を聞かせて頂こうと思っ
ています。
今年4月、
新採用者も含め4名の看護師スタッフを迎えました。
コミュニケーションには色々な形
がありますが、
まず傾聴する事を大切にして日々関わりを深めていこうと考えます。

病棟スタッフ紹介
4月より配属となり緊

急性期病棟で7年勤続

張しながら働いています。
多

し、
4月より配属となりました。

種類の抗がん剤とオピオイドの管

急性期の患者様とは関わり方も

理で責任を持ちながらの日々で

違い不慣れですが、
スタッフにアド

す。
優しいスタッフに囲まれてい

バイス、
協力して頂きながら働い

るので助けられています。
こ

ています。
学ぶ事が多いです

れからも頑張ります。

副師長

主

前田 美和

が頑張りたいです。

任

山下さおり

3年ぶりの病棟勤務に

新人看護師として配

緊張と戸惑う毎日ですが、温

属されました。わからない事

かいスタッフに日々助けられて

ばかりでまだ慣れていません

います。緊張感の中にも笑顔を忘

が、先輩方に助言を頂きながら働

れず、
これからも患者様の苦痛

いています。患者様の心に寄り

緩和に努めていきたいと思
います。

看護師

山枡

添う看護を提供できるよう

看護師

愛

柴田 彩花

に頑張っていきます。

当病棟は入退院を繰り返す患者様が多い病棟であり、退院時に
『また、次もお願いします。』
という言
葉を聞く事があります。
出来る事であれば入院生活は誰しも避けたいことです。
そんな中で、様々な苦痛
緩和に早期から対応することで辛さが最小限となり心地よくいられるように、笑顔が見られその人らしく
過ごす事ができるように、
お手伝いさせて頂きたいと思います。

1）
わかりやすい構造構成理論 緩和ケアの本質を解く 岡本拓也著 青海社 2012.
2）
小澤竹俊の緩和ケア読本 苦しむ人と向き合うすべての人へ 小澤竹俊著 日本医事新報社
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2012.

地 域 連 携

診療所紹介

はまゆう診療所
鳥取市野寺 62-1
TEL 51-7800 FAX 51-7810
（岩坪線バス停はまゆう前下車）

（医療法人賛幸会：理事長
（管理者：田中敬子）

紹

田中彰）

介

はまゆう診療所は平成11年7月に開所し、老

在宅診療
家族の依頼や病院からの紹介により訪問診療

人保健施設併設診療所として開設した。現在、

計画をたて、家族や訪問看護師、介護支援専門

在宅支援診療所として24時間対応している。一

員などと連携を取りながら定期的に在宅訪問し

般外来、検診、予防接種、在宅訪問診療に加え

ている。患者の自室には介護用ベッド、褥瘡予防

て、急性期病院から紹介された地域連携パス

マット、
在宅酸素、
吸入器などが利用できる。
心電

（脳卒中、癌）、在宅看取り、症状の安定された患

図、
経皮的酸素分圧測定器は常時携行している。

者のフォローなど在宅支援に取り組んでいる。医

在宅ではベッドやマットは最新の機種が介護保

療機関の役割分担として慢性期、1次救急など

険でレンタル可能である。
東部医師会の医師の依

を担う。
さらに老人保健施設はまゆう
（100床、

頼を受けて褥瘡などの皮膚疾患に対し皮膚科専

デイケア）、隣接する特別養護老人ホームはまゆ

門医として田中が市内や郡部にも往診している。

う（長期60床、短期40床、デイサービス）、グ
ループホームはまゆうの里（18床、認知症デイ）

看取りや病状説明の問題点

の医療的支援をしている。医療法人、社会福祉

看取りの場合、診療所の在宅往診でも施設利

法人全体で常勤医師3名｛田中敬子（内科、皮膚

用でも、
はまゆう全体として積極的に受け入れて

科）、竹久義明（内科）、早川慶子（皮膚泌尿器

いる。現在、
「 病院は急性期医療の場であり、高

科）｝、非常勤医師５名｛前田宏仁（外科）、井川

齢者の看取りの場所ではない」
ということを患者

修（日本医大教授循環器科）、整形外科、岡大よ

や家族に理解してもらうのは容易でない。
さらな

り泌尿器科、精神科｝
である。待機医師が毎日夜

る病院との連携、家族の理解や病状、病診の役

間の緊急時の対応をする。訪問看護ステーショ

割の十分な説明が必要と思われる。

ンはまゆう、鳥取市高齢者介護支援センターは
まゆうと密に連携する。

感

謝

市立病院様には、病診連携により患者様を通

福祉施設の医療

して最新の医療情報や画像診断、口腔ケアなど

はまゆうは「医療と福祉の郷」
を目指し、生活

の知識を学ぶ機会があり大変勉強になってい

の中に医療が存在し高齢者の生活を支え、介護

る。
さらに昼夜を問わず急患を受け入れていただ

予防から在宅看取りまで多職種が協働で力を出

いていることに日々、深く感謝している。今後とも

し合うケアミックスを実践している。診療所は小

病診連携をさらに強固なものにして急性期病院

さいながらもその中心的役割を果たし、全体とし

と在宅支援診療所や介護保険の施設が協働し

て医療レベルの高い福祉施設を支えている。

て地域医療を支えることを切に希望している。
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臨床研修室の紹介

臨床研修室長

森下

嗣威

新初期臨床研修制度が平成16年度より開始

後期研修に入りました。奨学生には義務年限が

され、平成20年4月に見直しがされました。
この

ありますが、医師の成長を考えたらその期間中

制度が発足して医療現場の様子は激変しました。

当院へ縛り付けるのは良いことではありません。

制度以前は大学から医師派遣を受け、
その地域

そのため義務年限の期間でも途中外部へ勉強

の医療が支えられて来ましたが、
その後は大学か

に行ってもらう様な弾力的な運用を考えていま

らの派遣は確実ではなく、
多くの地域から医師が

す。
この病院を基地にして、
いろいろな所へ研鑽

撤退し、
医師不足による医療崩壊が現実のものと

に行っては帰って来られる様な病院でありたい

なりました。
これを受けて各病院は自前で医師を

と思っています。

調達し、
育てなければいけない事態になりました。
当院でも制度開始当初より、分担を決めて研
修を進めて参りましたが、平成22年度より臨床
研修室を独立組織として立ち上げ、
より充実した

当院の研修プログラムの特徴は、広くプライマ
リーケアを習得し、地域の治療現場で即役に立
つ人材の育成です。
狭い専門分野しか出来ない様な研修では、
た

活動が出来る様にしました。研修資料の見直し、

とえそれが高度でも、広い視野を持った医師は

病院紹介のプレゼンテーションのバージョン

育たないと考えます。

アップなどから始めて、研修プラグラムの見直し
まで進めて来ました。現在のスタッフは、室長1
名、副室長（医師）2名、研修医5名、事務3名、
司
書の12名です。

次世代を担う医師の養成の要と考え、一丸と
なって取り組んでいます。
その他、臨床研修室が中心となって活動して
いる主な行事をご紹介します。

１. モーニングカンファレンス
個別の指導として、総合診療の重政医師を中
心に週に1回朝7時30分より約45分、“症例から
学ぶ研修医レクチャー”を膝を突き合わせるよう
な距離で行っています。

臨床研修修了証授与式を終えて
左から、
山下病院長、
田渕研修医、
森下臨床研修室長

当院では毎年2名の奨学生制度を設けています。
平成25年春、1回生が初期臨床研修を終えて
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２. モーニングレクチャー

４. 鳥取市立病院医師奨学生との交流会

全職員を対象にはしていますが、必修研修項

昨年は、海の家に宿泊しミニレクチャーや意見

目に沿ったモーニングレクチャーをこれも週1

交換会を行い、海でバーベキューして交流を深め

回、朝7時45分より30分病院講義室で行ってい

ました。
今年は、
名古屋第二赤十字病院総合内科

ます。毎回100人を越える参加者があります。
よ

部長の野口善令先生をお招きして
「不明熱の診断

り多くの機会を捉えて研修し、伸びて行ってもら

学」をご教授いただき、氷ノ山キャンプ場に宿泊

うように取り組んでいます。

し、
翌日には氷ノ山に登山する予定をしています。

５. 初期・後期研修医のリクルート活動
医師臨床研修合同説明会へ参加し、
リクルー

３. 高校生・予備校生の医療体験学習
高校生・予備校生が将来の進路を選択するう
えでの一助となるよう、様々な医療系の専門職
の体験学習を行っています。今年は60名を超え
る応募があり、8月6日から10日の５日間、開催
する予定です。

ト活動を行っています。
◎中国四国地区医師臨床研修病院合同説明会
参加施設約90施設
◎岡山マッチングプラザ
（岡山大学関連病院）
参加施設約60施設
◎鳥取大学医学部附属病院卒後初期・後期臨
床研修合同説明会
また、医学生が初期臨床研修を行う病院を決
める為、病院の見学にやってきます。
その際の手
続きや院内見学のサポートを行っています
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院 内 研 究 会

緩和ケア勉強会
当院には緩和ケアチームがあり、
このチーム

さんも戸惑うことが多いと思います。今回の勉強

は身体症状の緩和を専門とする医師（外科・大

会でもこの点について解説させていただきまし

石）、精神症状の緩和を専門とする医師（メンタ

た。最後に、参加者全員に、当院の“がん疼痛コ

ル科・山根）、緩和ケア認定看護師（山根）、がん

ントロールマニュアル”とがん緩和ケアガイド

薬物療法認定薬剤師（滝田）で構成され、入院

ブック
（1050円を無料で）を配布させていただ

患者さんに緩和ケアを提供しています。
また、緩

きました。

和ケアは新しい診療分野で、患者さんはもとよ

今後、同じような勉強会を定期的に開催する

り医療従事者のなかにも馴染みの少ない方も

予定です。次回は、7月18日
（木）
に、熊谷薬剤師

多いようです。そのため、院内での活動以外に

が、“医師・看護師からの相談事例”というタイト

も、緩和ケアチームの社会活動として、地域に緩

ルで講演します。また、今年の11月９日（土）
と

和ケアを広める活動も行っています。

10日
（日）
の2日間にわたり、
当院で、緩和ケア研

今回、その一環として、
４月18日に当院の講

修会を行う予定です。対象は、がん診療にかか

義室で緩和ケア勉強会を行いました。対象は、

わる医師および看護師などの医療従事者です。

地域の開業医の先生、調剤薬局の薬剤師さん、

この研修会は、がん対策推進基本計画（がん対

看護師さんで、当院で作成した“がん疼痛コント

策基本法）に従ったプログラムで、受講者には、

ロールマニュアル”について解説しました。主に、

も発行されます。
修了証書（厚労省・健康局長）

鎮痛剤の選択、医療用麻薬の使い方、麻薬の副

ご参加をお待ちしています。

作用対策について40分ほど解説をしました。当
院のマニュアルを使ったことで、教科書的でな
く、実践的な内容になったと思います。また、緩
和ケアの領域では、健康保険で認められている
適応症や常用量と異なる部分、
いわゆる適応外
使用といったものあり、開業医の先生や薬剤師

講師：緩和医療委員会 大石委員長（外科）
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勉強会の風景

院 内 講 演 会

より安心・安全な治療を提供する
地域づくりをめざして
〜がん薬物療法勉強会の開催〜
がん薬物療法は20世紀半ばから始まり、日

となります。

進月歩で、近年目覚しく発展しています。それぞ

当院は地域がん診療連携拠点病院として、地

れのがんに有効な新しい治療薬や、従来の治療

域の医療従事者を対象にがん治療に関する研

薬と効果は同じで副作用の少ない治療薬が開

修会を開催しています。その一環として、がん薬

発されています。副作用を抑える薬も進歩してい

物療法に関する知識共有と保険薬局と病院間

ます。以前は入院して治療を行うのが一般的で

の連携を深めることを目的に、当院医師の協力

したが、外来で治療を行うことが出来るようにな

のもと、がん薬物療法についての勉強会を開始

りました。

しました。がん薬物療法に携わる当院の医師が

外来での治療は、
「日常生活を続けられる」、

講師を務めます。

「仕事を継続できる」
といった利点があります。
し

先日、内科の武田医師を講師に、第１回目
「が

かし、
自宅で何らかの症状が出現したときにどう

ん薬物療法の基本」の勉強会を行いました。病

したらよいかなど不安を感じる方も少なくあり

院や保険薬局の薬剤師だけでなく医師や看護師

ません。

の参加もあり、
この領域に対する関心の高さを

外来治療を受けている患者様の中には、保険

改めて感じました。

薬局で治療に関わる種々の薬を受け取られる方

武田医師が“よりよいがん診療のために各医

もおられます。病院で聞きそびれたことを保険薬

療職種の協力が重要です。一緒に頑張りましょ

局で尋ねた経験がある方も多いのではないで

う。”と勉強会を締めくくられました。病院内だけ

しょうか。保険薬局は薬物療法の安全性を支え

でなく、保険薬局や他の医療機関と連携し、
より

る機関の一つです。患者様の体調を管理していく

安心・安全な治療を提供できるよう、取り組んで

上で、保険薬局と病院が情報を共有し、適切な

まいります。

説明と統一した指導を行うことがますます重要

座長：化学療法委員会 小寺委員長

日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医

武田洋正医師
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DDW
（Digestive Disease Week）
2013での発表を終えて
内科医長 兼
消化器センター内視鏡室長

柴垣 広太郎
５月１９日〜２１日にフロリダ州オーランドで開
催された米国消化器病週間（DDW: Digestive
Disease Week）
に参加し、
当院で施行した大腸

大腸ポリープに対する
酢酸併用NBI拡大観察について

ポリープの内視鏡診断に関する臨床研究結果を

近年、大腸癌は増加傾向にあり、大腸内視鏡検

発表してきました。
この学会は臨床研究および新

査はその診断と治療に必要不可欠であり、大腸ポ

規技術に関する演題のみ受け付け、
採択率も低い

リープの組織像
（癌か良性腫瘍か？ 粘膜癌か浸潤

国際学会であり、発表する機会を頂いたことを大

癌か？）
の内視鏡診断は治療方針を決定するうえ

変光栄に感じております。

で大変重要です。
通常観察（図1）
でも多く
の情報が得られますが、
ズー
ム機能を持つ拡大内視鏡を
用いると、
ポリープの腺管構

図1

通常観察

造や微細血管が視覚化さ
れ、ポリープの組織像を推
定しやすくなります。
色素拡大内視鏡（CV-MCE：
図2）は、
ポリープを染色して
発表パネルの前で記念撮影

腺管構造を評価し、組織像

図2

NBIME

を高 精 度に診 断できます
発表内容は、“酢酸併用NBI拡大観察”という内

が、染色に時間を要します。

視鏡の観察方法により、大腸ポリープの病理組織

近年開発されたNBI拡大内

像を簡単かつ高精度に診断できるもので、鳥取市

視鏡（NBIME：図3）は、特

立病院オリジナルの診断方法です。英語論文にし

殊光でポリープの微細血管

て投稿中であり、大腸内視鏡診断の1つの方法と

を簡単に観察できますが、診断精度がCV-MCE

して普及させたいと考えています。
鳥取の市中病院

より低下することが問題です。

で行った臨床研究が、
格式高い国際学会に採択さ

図3

CV-MCE

酢酸併用NBI拡大観察（Acetate-NBIME：図

れたことは私たちの大きな自信に繋がりました。

4）
は、
NBI拡大観察下に1.5%酢酸をポリープに接

DDWでの発表は緊張しましたが、他施設の先生

触させることで腺管構造を観察する方法で、簡単

たちにも助けて頂き、
無事に発表を終えることが出

かつ高精度な組織診断が可能となります。今回の

来ました。今回の発表では多くのことを学び、情報

発表は、
Acetate-NBIMEが

を発信でき、大変有意義なものとなりました。
これ

CV-MCEと同等の診断能を

からも日常診療と臨床研究に励み、
目の前の患者

有し、かつ短時間での検査

さんと世界の人々の役に立つ仕事を続けていきた

が可能であることを報告し

いと考えます。

たものです。
図4 Acetate-NBIME
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４月１日〜４月１０日

医療従事者として、
また、病院組織の一員と
しての自覚を持って行動できるよう病院の概要

新採用者研修１日目。
緊張のせいかみんな
真剣な表情です。

や経営状況、公務員としての服務規程、
また、
接遇、
コミュニケーション等社会人として基本
的な研修を行いました。
接遇の５つの基本を学
び（あいさつ、態度、言葉使い、笑顔表情、
身だ
しなみ）、言葉だけでなく表情、姿勢、
身だしな

コミュニケーション研修
中に親睦が深まったよう
です。

み等も相手に与える印象が大きい事や、相手
を理解する気持ちが重要な事を学びました。

さらに、医療安全事故防止対策と、感染対
策の研修では、
リスクマネージャーより医療安
全について話があり、事故を防ぐために、
さま

マスク、
エプロン、
手袋のつけ方・
はずし方

ざまな対策が立てられていることやヒヤリとし
たことなどのちょっとした事例の共有で事故
を未然に防ぐことができることを学びました。
また、感染対策の講義では、感染管理認定看
護師による標準予防策の重要性について学ん
だ後、皆が実際に手洗い実習を行いました。蛍

手洗い後ブラックライトで
洗い残しの確認をしました。

光塗料を手に塗り、普段行っている手洗いを
した後にブラックライトをあてて洗い残しの部
位を確認しました。丁寧に洗ったつもりでも爪
の周りや、指の付け根などに洗い残しがあるこ
BLS（一次救命処置）研修

とに気付く事ができました。
また感染対策チー
ムメンバーによる感染防止に関する寸劇で
は、
「 激しい咳のある患者さまへの対応」など
幾つかの事例について具体的に分かりやすく
演出され、楽しく学ぶことができました。

与薬・静脈注射の
実習中

その他、電子カルテについて、静脈注射の手
技演習や、心肺蘇生などの臨床現場で必要な
実技研修を行いました。
これからは、
それぞれ
の所属部署で先輩と共に勉強し、経験を重ね
電子カルテ操作研修

ながら業務に慣れていきます。新人看護師は
初心者マークを名札につけています。
どうぞ、
温かく見守って下さい。
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救急救命士の育成
東部消防局警防課 救急救助係長
認定救急救命士 西村 政明

社会の仕組みや年齢構成等の劇的な変化によ
り、近年、東部消防局における救急出動件数は増
加の一途となっています。
救急救命士制度が発足した平成３年（１９９１

際の迅速・的確な対応を身につけています。
また、救急自動車についてもたいへん厳しい財
政状況の中ではありますが、今春には全車両が高
度な救命処置が可能となる
「高規格救急車」
とな

年）
当時、年間４８００件弱の出動件数であったも
のが、制度発足後２１年経過した昨年一年間で
は、
９０００件強と倍増しており、超高齢社会の進
行により、救急需要はますます高まることが予測
されます。
出動件数の増加とともに、私たち救急隊に寄せ
られる住民の期待感も大きくなっており、今まさ
に消えかかろうとしている命をいかにして守るの

鳥取市立病院での
実地研修

かという思いを胸に日夜活動しており、その際に
最も重要なものは心肺停止状態となった傷病者
を救急現場から医療機関へ搬送する途上の、
プ

り、
より充実した救急サービスが提供できること

レホスピタルケアであると考えています。

となりました。

平成３年（１９９１年）救急救命士制度が創設

一方で、救急救命士には教育を通じてその質
を維持することが求められています。
これは、
いわ
ゆる救急救命士の再教育です。その内容は救急
業務高度化委員会報告を基に、
２年間で１２８
時間以上の病院実習を行うというもので、医療
機関のご協力のもと、
メディカルコントロール体
制の充実が欠かせないものとされていますが、実
際には、現場救急隊員数の不足、医療機関の繁
忙等により十分な再教育であるとは言い難いの
が現実です。

されて以降、一般的な応急処置に加えて除細動

そこで、私たちは鳥取県内はもとより、各地で開

（電気ショック）、気道確保（気管挿管）、静脈路確

催される救急振興財団等が主催する救急隊員研

保さらには薬剤投与など、医師の指示を基にし

修会や救急救命研修所主催の救急公開セミナー

て、
より高度な救急救命処置を行なえることはみ

等を受講することで最新の救急医療を学ぶことと

なさんも承知のことと思います。

しています。

東部消防局では、
このような救急需要に適切に
対応すべく、計画的に救命士の育成を図っており、

件数ですが、傷病者の完全社会復帰が私たち救

東部地区医療機関のご協力のもと、
現在６８人の救

急救命士の使命であると考えています。

急救命士が第一線の救急現場で活動しています。

そのために日々質の高い救急処置の提供を目

特に重度傷病者に対する輸液、除細動、気道確保

指し、医療機関の皆様とともに救急救命士は常に

など高度な応急処置について、鳥取市立病院で

研鑽に励んでいます。

救急救命士の資格を取得者の実地研修を医師の
指導のもとに実施しており、救急現場に到着した
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今後、増加することが十分予想される救急出動

今後とも東部消防局が実施する救急活動に対
し、
より一層のご理解とご協力をお願いいたします。

チ ー ム 医 療

緩和ケアチーム紹介

６階東病棟
緩和ケア認定看護師

山根
みなさんは、“緩和ケア”という言葉を聞かれた

綾香

ご家族のQOL改善を目的にしています。QOLを

ことがありますか？

改善するというのは、病気のために、
身体的にも

“緩和ケア”は、
どのような人が受けるものだと思

社会的にも今までのようには生活できなくなっ

いますか？

ている状況で、
「その人らしさ」
を支えていくこと

「死が近い人」
「 終末期」
を想像されますか？“緩
和ケア”と聞くと、多くの方がこのような人を思う
のではないでしょうか？

です。
患者さんご家族の苦痛は多岐に亘っていま
す。治療や療養の場の選択肢が広がり、患者さん

“緩和ケア”＝“ホスピスケア”と認識している方

ご家族それぞれの異なる価値観に応じた対応が

も多いと思います。同じような言葉ですが、対象

求められます。そのためには、主治医・担当看護

としている人が異なります。“ホスピスケア”が終

師だけでなく、その他多くの職種が専門性を生

末期や看取り期を対象としているのに対し、“緩

かし、
チームを組んで協力しながら支援していく

和ケア”は、
診断・治療期から対象としています。
WHO（世界保健機構）
が2002年に定めた定
義では、
「生命を脅かす疾患に直面している患者
とその家族に対して、疾患の早期より痛み、
身体
的問題、心理社会的問題、
スピリチュアルな問題
に関してきちんとした評価をおこない、
それが障
害とならないように予防したり対処したりするこ
とで、QOLを改善するためのアプローチである」
とされています。
なぜ、
診断・治療期から緩和ケアが必要なので

カンファレンスの様子

しょうか。人は、死を連想させる病気に罹ると疼
痛や呼吸困難、嘔気・嘔吐などといった身体的苦

必要があります。
それが緩和ケアチームです。

痛だけではなく、今後の治療や経過に関する不

当院には身体症状を担当する医師・精神症状

安や悩み
（精神的苦痛）、経済的な問題や仕事上

を担当する医師・緩和ケア認定看護師・薬剤師・

の問題（社会的苦痛）、人生や自己の存在の意味

がん支援相談員が中心となる緩和ケアチームが

を失う
（スピリチュアルな苦痛）
など、多くの苦痛

あります。緩和ケアチームは、週1回集まって患

が押し寄せてきます。
これは、患者さんだけでな

者さんご家族が今困っている症状は何か、
どのよ

くご家族も同様に感じる苦痛です。

うな方法で解決していくのか話し合いを行って

このような苦痛を抱えた状態では、
どんな有効

います。
そして、主治医・歯科医師・担当看護師・

な治療も継続が難しくなるだけでなく、
その人ら

リハビリ・栄養士・MSWなど多くの職種と協力し

しく生活することも困難になってしまいます。

て、患者さんご家族の苦痛が軽減するようにチー

WHOの定義にあるように、緩和ケアは患者さん

ム全員で支えています。
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●

予 防

●

メタボリックシンドロームと
特定健診・
保健指導制度
重政

鳥取市立病院顧問
鳥取市保健医療福祉連携課参与

千秋

ご存じのように、平成8年12月、国は成人病予防から生活習慣病予防へ政策の大転換を行った
（表
1）。
その背景として、確かに昭和31年から開始された成人病予防は国民皆保険制度や新生児医療の
進歩などと相俟って我国を世界の最長寿国へと
導いたが、
この成人病予防にもかかわらず、肥満
の増加をベースとして、成人病は増加の一途を
辿っていたことにある。生活習慣病は、成人病対
策が早期発見・早期治療という2次予防を中心と
していたことに対し、小児期からの生活習慣改善
を日常的に行うことで病気の発症を予防（1次予
防）
しようとするものである。
生活習慣病への政策転換にもかかわらず、動脈
表1

生活習慣病とは？

硬化症とその危険因子群は、食習慣の欧米化や
運動不足による肥満の増加（表2）を背景として

更に増加の兆しを示していた。
そして、沖縄県は本土より早く始まった食生活の欧米化や車社会による
運動不足が肥満を増加させ、最長寿県の座を既に失っている
（Okinawa Crisis：図1）。

表2 日本人成人におけるBMI（国民栄養調査2001）

図1

最長寿県であった沖縄県の実態（Okinawa Crisis）

その後、厚生労働省は、生活習慣病対策の強化策として、平成12年（2000年）
に
「健康日本21運動」
の事業を展開した
（表3）。
その背景は、表4に示した通りである。
しかし、
「健康日本21」
の中間とりまと
め
（表5）
にみられるように、国民の生活改善がみられず、結果として特に20〜60歳男性の肥満が増加
し、糖尿病ならびにその予備群（耐糖能障害）
の更なる増加をもたらしていることが判明した。
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表3

生活習慣病対策（予防：健康日本21運動）

〔平成12年（2000年）
に導入〕
表4 なぜ健康日本21事業か？

表5 「健康日本21」
の中間とりまとめ

狭義の生活習慣病である動脈硬化症とその危険因子群（高血圧、糖尿病、脂質異常症など）が恐い
のは、心筋梗塞、脳梗塞、
そして閉塞性動脈硬化症に進展するまで症状なく深く静かに進行（サイレント
キラー）
することにある
（図2）。
そして、肥満はこれらの動脈硬化症の危険因子を重複させ、
リスクを相
加的ではなく相乗的に上昇させることが知られている
（シンドロームＸ、死の四重奏、
インスリン抵抗性
症候群、
マルチプルリスクファクター症候群：図3）。
1990年代に入って、脂肪細胞（特に内臓脂肪）
から種々のホルモンやサイトカイン
（アディポサイトカ
イン）
が分泌されることが明らかにされ、
なかでも、TNF-αやFFAなどがインスリン抵抗性に関与するこ
とが知られるようになった。

図2 生活習慣病はなぜ恐い？
（生活習慣病放置病にならないために）

図3

危険因子の重複はさらに恐い
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2000年を境として、国際的にインスリン抵抗
性を基盤とした
「メタボリックシンドローム」
なる
新たな概念が提唱されるようになった。
「メタボ
リックシンドローム」
とは、外見上ひどく肥満して
いなくても、内臓脂肪が蓄積すると、各種の検
査値（中性脂肪、HDL-コレステロール、血圧、血
糖値）
の異常が重なりやすく、
またそれらが軽度
でも心筋梗塞や脳梗塞など命に関わる動脈硬
化性疾患を起こす率が急激に高くなる病態を

表6 メタボリックシンドロームの診断基準

指す。

2005年、我国の8学会合同委員会によって、我国独自の
「メタボリックシンドローム」
の診断基準が
公表された
（表6）。
ご覧のように、血圧は正常高値のレベル、
また空腹時血糖も糖尿病予備群のレベル
を採用していることに注目していただきたい。図4に筆者が大学時代に経験した典型的な
「メタボリック
シンドローム」
の58歳女性のFAT SCAN（CT）
による内臓脂肪面積を示している。
この内臓脂肪は運動によって著明に減少する
ことがよく知られている
（図5）。図6にやはり大
学時代に経験した50歳男性の「メタボリックシ
ンドローム」の症例の食事と運動療法による効
果を示している。5ヵ月間の食事・運動療法で著
明に内臓脂肪と腹囲が減少している。
そして、腹
囲の増減と各種の危険因子の変化率を図7に
示しているが、腹囲が減少することにより、LDLコレステロール、
中性脂肪、収縮期・拡張期血圧
が明らかに低下し、驚くべきことにHDL-コレス
テロールが増えているのがわかる。

図5
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運動と内臓脂肪

図4

FAT SCAN（CT）
による臍レベル内臓脂肪面積

図6 メタボリック症候群；50歳、
男性

予

表7

防

平成20年4月からメタボリックシンドロームの概念を導入

図7 メタボにライフスタイル介入

このような効果に着目した厚生労働省は直ちに
平成17年（2005年）12月に医療制度大綱を発表
し、平成20年4月からメタボリックシンドロームの概
念を導入して、新たな特定健診・保健指導制度を40
歳以上の国民に義務づけた
（表7）。
もちろん、
この背
景には国民皆保険制度を持続可能なものとするた
め、将来の医療費の伸びを抑えることにある
（図8）。

図8

保健指導対象者の選定については、表8〜10に
示した。注目していただきたいことは、血糖の項目については空腹時血糖㱢100mg/dl、HbA1c（JDS）㱢
5.2％としている点である。
たぶん、
日本糖尿病学会の意向が強く働いたものと推定されるが、
このことは、
この新健診・保健指導制度が糖尿病発症予防の切り札として期待された背景となっていると思われる。

表8

表9

保健指導対象者の選定と階層化

表10
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表11に鳥取市の特定健診・保健指導制度の
健診受診率と保健指導利用率を示している。他
市と同様、そのいずれも目標値に遠く及ばない。
しかし、図9に示すように、保健指導を実施すれ
ば、積極的支援、動機付け支援いずれの場合も
着実に効果が上がっている。既に本制度が開始
され5年が経過し、国においてはこの5年間の評
価がなされ、今後5年間同じ制度として継続され
ることが決定している。今回の評価では、
目標値

表11

特定健康診査の目標値および実績

に達しなかった場合に保険者にペナルティーが
課せられなかったが、
これからの5年間についてはその点を十分に考慮しておく必要がある。
我 国 の メタボリックシンドロ ー ム の 男 性 㱢
85cm、女性㱢90cmの腹囲の基準については国際
的に多くの批判がある。IDF（国際糖尿病連合）で
は、図10に示す各国の基準を提案している。
その意
味で、女性については腹囲90cm未満かつBMI25
未満を示す受診者で、
どれだけのメタボリックシン
ドロームや特定保健指導の階層化に用いられる検
査値の基準を満たしているのか、
これまでの健診結
果で評価しておく必要がある。鳥取市立病院では、
図9

保健指導の効果（鳥取市）

平成23年度ならびに24年度の人間ドック受診者
のデータからこれらの基準を満たす受診者にも保
健指導を実施しようと考えている
（鳥取市立病院倫
理委員会承認）。

図10
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予

防

鳥取市立病院健診センターに
おける特定保健指導
の取り組み
前田久美子

鳥取市立病院健診センター
看護師長

現在日本は国を挙げて生活習慣病予防に取
り組んでいるところであり、平成25年度には健

ら、保健指導の効果を評価して、保健指導のスキ
ルを向上していきたい。

康日本21から健康日本21（第二次）
に改訂され

また、昨年度

た。重政医師の記述のごとく、特定保健指導の

は指 導 効 果が

効果は実証されている。
しかしながら特定健診・

あったものの、

保健指導の受診率は低迷しており、
その実施率

その 利 用 者 は

向上が大きな鍵となっている。
この現状から当

12名と少なく、

健診センターにおいても、鳥取市民の健康維持

健診3ヵ月後の

推進の一端を担うため、平成24年度より特定保

電話勧奨では、

健指導に参画した。

受診者獲得が

当センターでは平成24年度は鳥取市国保人

難しい状 況

間ドックを対象とし、
１年間の特定保健指導の

だった。健診の

実施状況は、H23年度の対象者は動機付け支

場で対象者が自らの健康課題を認識しても、時

援5名、積極的支援１名であった。H24年度対

間の経過とともに自覚症状のない生活習慣病予

象者は6名で現在支援中である。平成23年度の

防への意欲が薄れるのは否めない。そこで健診

指導効果は、受診者が少数なのでデータ分析す

当日に健診結果に基づき、速やかに面談による

るまでには至っていないが、その最終評価の結

受診勧奨を行い、
データから見る生活習慣の問

果は体重平均1.1kg減少、腹囲は平均2.2cm

題 点 を意 識し

減少した。行動変容ステージの変化では、上昇

て、改善方法を

が半数、変化なしが2名、低下が１名であった。

自ら見出せるよ

行動目標の達成率は72.2％であった。行動変容

う支 援 が でき

ステージが上昇した人は行動計画の実施率も

れ ば 、受 診 者

高く、行動計画の実施率が行動変容ステージの

確 保 に繋 がる

上昇やデータの改善に大きく関係している傾向

ので は ない か

があることが分かった。受診者の中には途中で

と考えている。

リバウンドしたケースもあり、モチベーションを

今 年 度の制 度

継続できるかかわりが必要であることを痛感し

改訂で、
この方

た。
また1年後の健診時に受診者から保健師の

法が可能となったことから、受診者獲得に向け

親身な対応がありがたかったなどお礼の言葉を

て努めていきたい。

図1

図2

体重の変化

腹囲の変化

頂き、保健師自身のモチベーションが上がった。
今後も1年目の健診検査結果との比較をしなが
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病院機能評価認定病院に

再認定されました
〜鳥取市立病院は、
常に地域の皆さまにとってより良い病院づくりを目指しています。
〜

鳥取市立病院は、平成２５年３月に
「病院機能評価認定病院ver.6」
の認定を受けました。平成
１５年１月に日本医療機能評価機構から初めて病院機能評価認定病院に認定されて以来、平成
２０年５月に２回目の更新認定を受け、
更に今回、
３回目の更新審査に見事に合格いたしました。
更新審査の結果では、
「当院は鳥取県東部地域の中核的病院であり、地域医療総合支援セ
ンターを設置し、
その充実を行い、保健・医療・福祉の拠点として貢献しており、今後も病院機
能の充実を図り、
ますます発展していくことを期待したい」
という評価を受けました。
今後も、
当院の基本理念である、
「信頼される病院、心温まる病院、楽しく働ける病院」
をも
とに、
より良い医療サービスの提供に努め、地域に根ざした
病院づくりに努めていきます。

病院機能評価とは？
病院機能評価は、病院が組織的に医療を提供するた
めの基本的な活動（機能）が、適切に実施されているか
どうかを評価する仕組みです。評価調査者が中立・公平な立場に立って、所定の評価項目
に沿って病院の活動状況を評価します。評価の結果が明らかになった課題に対し、病院
が改善に取り組むことで、医療の質向上が図られます。
病院機能評価の審査の結果、一定水準を満たしていると認められた病院が「認定病
院」
です。認定病院は、地域に根ざし、安心・安全・信頼と納得の得られる医療サービスを
提供すべく、常日頃努力している病院であると言え、
より良い病院づくりを目指して成長し
続ける病院です。
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Rehabilitation

嚥下リハビリについて
〜おいしく、
楽しく、
上手に食べるために〜
摂食・嚥下障害とは？

リハビリテーション部 技師長
言語聴覚士

松島

初美

摂食とは
「食べる事」
であり、
人として基本的な行為としての
「食物を摂取する」事を言います。嚥下とは
摂食時の一連の飲み込む行為を言い、食塊を口腔より胃へ送り込む輸送運動を意味します。嚥下障害と
は
「飲み込み」
の障害を意味し、水や食べ物が飲み込めなくなったり、肺の方へ行ってしまうことを言いま
す。
また、飲み込む前の食物の認識や、
口への取り込み、咀嚼等が障害されることも含みます。
しかし、摂
食・嚥下障害と判定されたから口から食べられないという訳ではありません。
私たち言語聴覚士は、摂食・嚥下障害が疑われる患者様に対して、簡単に飲み込みの状態を観察する
スクリーニング検査、嚥下造影検査（VF）、嚥下内視鏡検査（VE）
を行い、患者様の嚥下機能を把握し
て、間接的嚥下訓練（食物を用いない訓練）
による機能回復と、
同時並行して直接的嚥下訓練（食物を用
いる訓練）
を行っています。食物を用いると誤嚥の危険性を伴いますので、誤嚥防止のために訓練前後の
口腔ケア・嚥下体操、食物の形態と量の決定、摂食姿勢と食事ペース、環境調整など段階的に摂食訓練
を進めていきます。患者様一人一人の嚥下機能に合わせ、
また患者様・家族と一緒に嗜好を考えながら、
患者様がおいしく楽しく上手に食べるために取り組んでいます。
出来るだけ誤嚥を防ぎ、
安全に経口摂取していただくための嚥下訓練と摂食姿勢をご紹介します。

《嚥下体操》
■頚部ストレッチ
（床に足をつけて安定した座位で行う）

・首を左右に曲げる、顔を前後左右に向ける、
肩を上げ下げする。
■口唇・頬・舌運動

・口の開け閉め、頬を膨らます・すぼめる、
「うー」
「いー」
の発声の形、
舌を出し入れ・上下左右にする。
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■口腔周囲筋群の運動訓練（自力で嚥下体操が出来ない時の用手的運動）

・舌を引っ張る

・口唇をつまむ

・左右の頬をゆっくり外側に膨らます

《摂食姿勢》
食事中に声が湿性（ガラガラ声）
になったり、食事中・後にむせる時には、喉の残留物を減らすために
横向き嚥下（写真1）
や、左右どちらかの咽頭を食物が通過しない人には一側嚥下（写真2）
により誤嚥を
防ぐことができます。
■一側嚥下（写真2）

■横向き嚥下（写真1）

・ベッド上で45度頚部を回旋

・座位で45度頚部を回旋

・通過のよい方を下にする

《摂取法》
■交互嚥下
摂取中に声がガラガラ声になった時は喉に残っている場合が多いです。
そのような場合には口腔内に
入れている食物とは違う物性の食物を飲み込むことで喉に残った食物を減らすことが出来ます。
■一口量の調整とスライス法
誤嚥や喉の残留物を減らすためには一口量の調整が重要です。毎回同じ一口量を摂取します。
また、
ゼリー摂取する時にはスライス状（図参照）
にすることにより誤嚥や喉の残留を防ぐことが出来ます。
■とろみと一口量の調整
水分でむせる時、
ミキサー食で喉に残留がある時にはとろみ剤を入れて適度な粘性をつけることによ
り誤嚥を防ぐことが出来ます。
とろみ剤を一気に入れると塊（だま）
になったり、
とろみがつきすぎるので
図を参考にしてください。

写真左から
1％：サラダ油状
2％：ヨーグルト状
3％：ケチャップ状
スライスゼリー
図１ とろみ調整食品の濃度
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がん相談の事例とがん患者の会
「ひまわりの会」

がん総合支援センター
支援相談員

廣山

恵

がん総合支援センターは、地域のみなさまの

できていきました。そしてその後は手術、抗がん

がんに関する疑問や不安に対応する相談窓口で

剤治療に関する医療費についての相談がありま

す。専門のスタッフがお話を伺い、一緒に考え、他

した。高額療養費制度についてご本人に説明さ

部門とも連携をとりながら、問題を解決するお手

せていただき、外来通院で高額な化学療法治療

伝いをさせていただきます。

が行われました。手術で人工肛門を造設された

平成２４年度に新規（支援の期間が２か月以

ので身体障害者手帳申請の支援を行い、装具の

上開いた場合新規とみなします）に相談に来ら

助成を受けてもらいました。通院中は時々ご夫婦

れた人の数は２３０人でした。相談内容によって

で来られ不安、悩みを話されることもありまし

は１回のみの支援で終わる時もありますが、
がん

た。発病１年半経過した後は生活費の問題も生

と告げられた時から、治療の段階まで継続するこ

じ、障害者年金申請の支援を行い、障害年金を

ともあります。
また終末期の入院から最期まで本

受給できることになりました。
その後終末期とな

人，
ご家族の支援をさせていただく事もありま

られ在宅での生活支援ため介護保険申請を案

す。多くの人が抱えている問題は一つだけではな

内し、介護サービスの利用についてケアマネー

く、最初は医療費だけの相談で来られた人にも、

ジャーなどと相談しながら進めていきました。

治療について，薬の副作用について、漠然とした

このように一人の患者さん、
ご家族には色々な

不安などが潜んでいます。

問題が同時に発生します。私たち相談員が窓口

実際に大腸がんの患者さんとご家族にかかわっ

となり、院内、院外を問わず関係部署、関係機関

た事例をご紹介します。

と連携をとりながら、その時、その状態に応じた

病名を告知されたご家族に対応する事から，

支援を行っていきます。

支援が始まりました。
ご家族は「がん＝死」のイ
メージが強く不安でいっぱいでした、何度かの面
談で心配な気持ちを話す事で，気持ちの整理が

相談者

支援相談員

ソーシャルワーカー、医師、
薬剤師、栄養士、歯科衛生士、看護師、認定看護師、
他病院、他施設
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患者さんの相談から発生したのが、がんの患

３ 親睦会

者会「ひまわりの会」
です

悩みを話し合うだけでなく、外科医師、放射線

２０００年当時の医療相談室に、乳がんの患

科医師、婦人科医師、僧侶、がん薬剤師、
リンパ

者さんより
『患者同士で悩み、経験を話し合いた

浮腫ドレナージ看護師、歯科衛生士、社会福祉

いのでそんな患者の会を作ってほしい』
という声

士などに講師をしていただき勉強会も行いまし

が発端でした。

た。
年１回開催する温泉でランチと入浴を兼ねた
親睦会は、
みなさんの楽しみとなっていました。

１「ひまわりの会」
誕生

４「ひまわりの会」
のオリジナルソング

２０００年９月に乳がんの患者さん８人と医療
従事者４人で乳がんの経験者対象に発足しまし

２０１０年に会の発足１０周年記念にとシン

た。会の名前、会則、年会費、親睦会の回数など

ガーソングライターの
「あどRUN太」
さんを迎え

全員で決めて行きました。

鳥取市立病院でコンサートを開催しました。
その
ご縁がきっかけで会員作詞、
あどRUN太作曲の

２ 他病院、
乳がん以外の患者さんの入会

オリジナルソング
「ひまわりの友」
ができました。

鳥取市立病院以外で診察を受けている患者

５ 初めての参加者は

さんや乳がん以外のがん患者さんの入会希望の
問い合わせが来るようになりました。
もともと診

初めての参加は、
「こわごわ」
や
「わくわく」
の気

察を受けている病院の決まりはありませんでし

持ちでみなさん参加して来られるようです。
自己

た。入会希望者はいつでも歓迎の体制だったの

紹介をしていただく時「同じ経験をしてきた仲

で、会則の対象者について
「がんの体験者の会」

間、みんなわかってくれる仲間」
という気持ちに

と変更しました。
この時期は会員数が４５人を超

なるのか、涙が溢れ出てしまう人もありますが、

え、親睦会の参加者も２０人から３０人になりま

会員みんなでその気持ちを受けとめ共有できる

した。

空間になっています。

勉強会の様子

コンサート

親睦会
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皆さん、
ジェネリック医薬品を
希望したことはありますか？
鳥取市立病院薬剤部では、昨年、入院中の患者さまを対象にジェネリック医薬
品に関するアンケート調査を実施しました。本調査は、全国的にジェネリック医
薬品の普及・推進の取り組みが行われている中、
この地域でのジェネリック医薬
品の普及状況およびジェネリック医薬品に対する知識が患者さま側にどの程度
あるのかなどを知るためのものです。
その際、病棟担当薬剤師が、調査にご協力いただいた患者さまにパンフレット

鳥取市立病院
薬剤部 薬剤業務室長

を用いてジェネリック医薬品について正しい知識を得ていただくための説明を行

福田 彰則

いました。
今回、
この調査結果の一部を紹介させていただきます。

調査内容と結果
調査にご協力いただいた50名の年齢層
4人

1人

49歳以下
13人

17人

50歳代

調査１ ジェネリック医薬品とは、
どのようなもの
かご存知ですか？
15人

35人

60歳代

15人

はい
いいえ

70歳代
80歳代

調査２ ジェネリック医薬品を知るきっかけは？

調査３ 今までに保険薬局でジェネリック医薬品
を希望されたことはありますか？

5人

市・町などの広報

15人

薬剤師
主治医

2人

ポスター

2人

17人

33人

ある
ない

20人

コマーシャル
0

5

10

15

20

25

調査４ 「ジェネリック医薬品希望カード」
を
お持ちですか？

今回の調査にご協力いただ

1人

いた皆さまへは、
「ジェネリック
はい
いいえ

49人

医薬品希望カード」
をお渡ししました。
なお、
カード
の利用方法は、
Ｑ＆Ａの問4をご覧下さい。

調査５ 今回のジェネリック医薬品の説明に
ついてご理解いただけましたか？

調査６ 今後、
保険薬局でジェネリック医薬品を
希望しようと思いますか？

35人

よく理解できた
まあまあ理解できた

6人

15人

44人

0

あまり理解できなかった
理解できなかった

はい
いいえ

0
0

10

20

30

40

50
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調査結果より、
ジェネリック医薬品という言葉は知っているが、変更の方法をご存じなかったり、変更に
不安を感じられている方など、
ジェネリック医薬品に対して十分な理解が得られていないことで、変更を希
望された方が少なかったのではないかと思われました。
また、薬剤師がパンフレットを活用し、患者さまへ直接説明することでジェネリック医薬品への理解が深
まり、約９割の患者さまが変更してみたいという結果となりました。
このことより、
ただパンフレットを渡すだけではなく、我々薬剤師が患者さまへ直接説明し、
ジェネリック
医薬品に対する知識を得ていただくことは、地域のジェネリック医薬品の普及に貢献できると感じました。

＜問1＞ジェネリック医薬品とは？
＜答1＞新薬の特許期間が過ぎた後に、新薬と同じ有効成分を持つ薬として国の認可を
受けて製造販売された医薬品です。
したがって、薬の安全性や有効性は新薬と
同等と認められています。
＜問2＞ジェネリック医薬品に変更するとどのくらい安いのか？
＜答2＞例として、
当院でよく処方されているコレステロールを下げる薬について計算し
てみます。
１つの薬をジェネリック医薬品に変えるだけで年間に4,063円も安くなります。
したがって、服用している薬が多い患者さまほど、削減効果があります。
また、
当
院が採用しているジェネリック医薬品以外にも複数の製薬会社から同じ成分の
ジェネリック医薬品が発売されており、1錠あたりの価格にも幅がありますの
で、保険薬局で薬をもらわれる場合には、
さらに安くなることもあります。
コレステロールが高い人の例
コレステロールを下げる薬
新薬Ａ
当院採用のジェネリック医薬品

[患者負担が３割の場合]
１日１錠、
１年間服用した場合の支払い金額
12,439円
8,376円

＜問3＞どうしたらジェネリック医薬品に変更してもらえるのか？
＜答3＞院外処方箋の場合、保険薬局でジェネリック医薬品を希望することを伝えてく
ださい。
＜問4＞
「ジェネリック医薬品希望カード」
はどのように使うのか？
＜答4＞自分からなかなかジェネリック医薬品の希望を言い出せない患者さまは、
「ジェ
ネリック医薬品希望カード」
の提示により、
意志表示できます。
＜問5＞今、服用している薬のすべてにジェネリック医薬品が存在するのか？
＜答5＞医薬品の中には、
ジェネリック医薬品のないものもあります。
また、新薬の特許
期間が過ぎていないものには、
ジェネリック医薬品は存在しません。
＜問6＞保険薬局でジェネリック医薬品を希望すればいつでも変えてくれるのか？
＜答6＞患者さまが変更を希望されても、主治医がジェネリック医薬品への変更を許可
しない場合には変更できません。
また、
その保険薬局にジェネリック医薬品がな
い場合にも変更できないことがあります。
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栄 養 相 談

夏バテしないレシピ
〜疲労回復・免疫力アップ〜

鳥取市立病院
栄養管理室長

磯部 紀子

いよいよ夏本番です。今回は夏バテを予防する食品を紹介します。
●酢酸、
クエン酸：乳酸などの疲労物質を分解し疲労回復に効果を発揮する
梅干し、レモン、酢など。
●ビ タ ミ ン Ｂ 群：エネルギー代謝を促進する
名

食

称

材

働

き

ビタミンB1

豚肉・ウナギ・にら・ごま・枝豆

糖質を代謝してエネルギーを生み出す

ビタミンB2

ウナギ・レバー・魚・ブロッコリー・パセリ

食物の消化を良くし、
糖質を燃焼させる

ビタミンB6

レバー・赤身の魚・玄米

たんぱく質や脂質の分解を助ける

ビタミンB12 レバー・貝類（アサリ・カキ・シジミ）
・魚

脳の機能や神経の働きを正常に保つ

●タ ン パ ク 質：血や肉を造る
大豆食品・卵・肉・魚・牛乳など良質で消化の良いタンパク質がおすすめ
●緑 黄 色 野 菜：体内の余分な水分、熱をとり利尿効果もある
キュウリは利尿作用のあるイスクエルシトリを豊富に含む。他にスイ
カ、トマト、ゴーヤなど。
●香

辛

料：食欲増進効果や発汗作用が期待できる
唐辛子・ニンニク・青じそ・みょうが・しょうが・ワサビ・コショウ・ネギな
どの香味野菜

夏バテ防止レシピ紹介
ビタミンＢ１たっぷりの豚肉の生姜焼き
＜材料（２人分）
＞
豚ロース肉························· 200ｇ
しょうが ··························· 大さじ１
しょうゆ ··························· 大さじ１
みりん、酒 ···················· 各大さじ１
プチトマト································ 6ケ
リーフレタス···························適量

＜作り方＞
①熱したフライパンに豚肉、調味料を入れる
②中火でお肉の両面に軽くこげめをつけます。
③器に盛って、プチトマト、リーフレタスを
トッピングしたら完成です。

豚肉の脂がでるので
油不要でヘルシー☆
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病院ボランティア／院内の催し

〜ボランティア読み聞かせの会〜
平成25年6月10日（月）、4階西病棟及び
3階東病棟で「読み聞かせの会」を開催しま
した。
この日読み聞かせをしていただいたのは、
山根さん。読み聞かせのボランティアができ
ればと市報を見て応募されました。
今まで読み聞かせは全く経験したことが
ないということで、事前に市内の老人介護
施設の読み聞かせの会に数回自主参加され、
この日を迎えました。
この日、読まれた話は「鶴の恩返し」
「かさじぞう」など、おなじみの昔ばなし4話。約15人の患者
さま、ご家族さまを前に、ひとときでも童心にかえって、楽しい時間を過ごしていただければと、ご
自身で選ばれた昔ばなしを紙芝居により語りかけていただきました。
患者さまは、にこにこしながら､時にはうなずいたり、笑い声を出したり、楽しんで聴いておられ
る姿がみられました。
「子どもの頃、先生に読んでもらったことを思い出した。」
「寝るときに自分の
子どもに読んでいたなぁ。」
「自転車の紙芝居屋さんが来るのが楽しみだった。」など思い出は様々
だったようです。
山根さんも「これからも続けてお話させていただければ」と意欲的に話されており、病院では今
後も症状が落ち着かれた患者さまを対象に、病棟で読み聞かせの会を月1回くらいのペースで行っ
ていく計画としています。
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鳥取市立病院医師奨学金募集
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。

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 貸与決定を受けた月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：新1年生

○募集人数：2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。
○6年間貸与を受けた場合（新1年生）
：初期研修を当院で行い、
その後5年間常勤医師として勤務。
お申込
・
お問合せ先

事務局総務課

ＴＥＬ ０８５７−３７−１５２２

病院ボランティア募集
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。

活動の概要
活動場所
外

来

病

棟

活動内容
受付のご案内

受付機の操作のお手伝い

外国語、手話通訳

車椅子介助

小児・お年寄への音樂、絵本の読み聞かせ
図書（絵本）、
ＣＤ等の貸し出し
患者さまの話し相手

時

間

（主に）
9：00〜11：00
（主に）
13：00〜16：00

院外環境

フラワーポット等での環境美化

随

時

そ の 他

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

随

時

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。

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。
応募資格…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。
お申込
・
お問合せ先

地域連携室

ＴＥＬ ０８５７−３７−１５２２
50

H25.4.1現在

専

内

科

総合診療科

神経内科
メンタルクリニック
循環器内科

小 児 科

外

科

脳神経外科

整形外科

産婦人科

泌尿器科
皮 膚 科

眼

科

放射線科
麻 酔 科
耳 鼻 科
病理診断科
臨床検査科
リハビリテーション科
歯

科

分

野

呼吸器
血液
腫瘍内科
消化器（肝、
胆、膵）
腎、糖尿病
緩和ケア
プライマリ・ケア
循環器
内分泌、
甲状腺
膠原病
神経内科
消化器

谷水
谷水
武田
谷口
久代
足立
足立
庄司
重政
重政
松岡
懸樋

変性疾患、認知症、神経・筋疾患、
てんかん
頭痛、神経内科全般

矢野 英隆

精神疾患一般、精神腫瘍科
冠動脈インターベンション、カテーテルアブレーション
ペーシング治療
循環器一般
小児の心身症
小児内分泌、
小児肥満、
小児糖尿病
小児科一般
消化管（食道、
胃、
大腸）
肝・胆・膵
呼吸器
乳腺・甲状腺
脊椎脊髄疾患、
脳血管障害、
脳腫瘍
脳血管障害、
脳腫瘍、
神経内視鏡
脊椎脊髄外科、重症外傷
人工関節外科、
リウマチ
内視鏡外科、
膝関節外科
整形外科一般
不妊症、更年期障害、
内分泌
婦人科腫瘍
周産期
産婦人科一般
泌尿器科全般、尿路感染症
泌尿器悪性腫瘍、泌尿器科全般
神経因性膀胱、泌尿器科全般、
レーザー手術
皮膚科全般、
アトピー性皮膚炎、褥瘡、熱傷
皮膚悪性腫瘍

山根
享
森谷 尚人
森谷 尚人
田渕 真基
長石 純一
長石 純一
横山 浩己
山下
裕
山下
裕
山下
裕
小寺 正人
赤塚 啓一
吉岡 裕樹
森下 嗣威
門田 弘明
横山 裕介
宇川
諒
清水 健治
長治
誠
早田
裕
久保光太郎
早田 俊司
倉繁 拓志
西山 康弘
増地
裕
内藤 洋子

網膜硝子体疾患、
黄斑疾患、
緑内障
ぶどう膜炎、
斜視弱視、神経眼科
白内障、緑内障、
黄斑部疾患
眼科一般

将邦
将邦
洋正
英明
昌彦
誠司
誠司
啓介
千秋
千秋
孝至
英一

勉

田邉
浅雄
樋口
稲中

芳雄
保宏
智康
優子

病理診断、細胞診断

小林 計太

消化器全般

脊椎脊髄センター

脊椎脊髄全般

緩和ケアセンター

緩和ケア

健診センター

健診
研修2年目
研修1年目

当

医

柴垣広太郎
松岡 孝至

藤田

拓

懸樋 英一

本田 聡子

松岡 孝至

木下 朋絵
山村 方夫
大石 正博
池田 秀明

加藤
加藤

大
大

那須

敬

池田 秀明
水野 憲治

水野 憲治

清水 健治

蔵増亜希子
橘
理人
松木

リハビリテーション
口腔ケア、歯周病、医療・ケア支援歯科分野
（がん、
周術期、
老年症候群）

担
武田 洋正

細川 満人

画像診断
（CT、
MRI、
US、
核、
PET/CT）
インターベンショナルラジオロジー（IVR）、放射線治療
画像診断（CT、MRI、
核、PET/CT）
麻酔、集中治療、ペインクリニック、救急、蘇生
麻酔、集中治療、
救急、蘇生
耳鼻咽喉科全般

消化器センター

研 修 医

門

金田

祥

清水 貴志

赤塚 啓一
成石 浩司

久保 克行

大石 正博

谷口 英明

柴垣広太郎

（外科）

（内科）

（内科）

森下 嗣威

赤塚 啓一

藤田

拓

（内科）

（整形外科） （脳神経外科）

大石 正博

足立 誠司

（外科）

（総合診療科）

長谷川晴己
西川 大祐
井上
郁

小谷 穣治
谷
悠真
森田 涼香

加藤 大司
上春 美奈

「紹介・検査予約」
TEL
（直通）
（0857）
371526 FAX
（0857）
371587 受付時間8：30〜17：00
（直通）
（0857）
371557 FAX
（0857）
371558（24時間受付） 受付時間8：30〜17：00
「オープンシステム連絡室」TEL

鳥取市立病院案内
県民文化会館
鳥取市役所
53
大丸
スーパーモール
鳥取

千代川

イオン

ホープスターとっとり

JR

鳥取

駅

産業体育館

鳥取市役所
駅南庁舎

29

市文化センター

26

トスク吉方店

袋川

53

鳥

鳥
取
自
動
車
道

市民体育館

取

南

郵便局 292

トスク
雲山店

メモワールイナバ

バイ
パス

323

日本交通
サントピア
29
鳥取市立
病院前信号

至若桜

至智頭

エディオン
マルイ

鳥取市立病院

交 通 アクセス
■ J R 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1 5 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

〒680−8501 鳥取県鳥取市的場１丁目１番地
TEL 0857−37−1522㈹ FAX 0857−37−1553
URL
http:// hospital.tottori.tottori.jp
E-mail hp.tottori @ hospital.tottori.tottori.jp

【病院概要】
敷地面積

５１，
６００㎡ （建築面積：６，
７００㎡

建物概要

構 造：鉄骨鉄筋コンクリート造

付帯施設

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

延床面積：２２，
５８５㎡）

規 模：地下１階・地上６階建
（１部７階）

病床数：３４０床
病院規模

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

