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仁風閣：鳥取県鳥取市にあるフレンチ

ごあいさつ
鳥取市立病院副院長兼看護部長

竹内いずみ

このたび私は平成25年4月付けで、看護部長に加えて鳥取市立病院副院長を拝命い
たしました。
この場を借りましてご挨拶をさせていただきます。
私は当院に入職して、今年で35年になります。振り返ってみればいろいろなことが思い
起こされますが、最も印象的なできごとの一つに新築移転の事が挙げられます。看護師
18年目の事でした。平成7年4月の的場への新築移転までの一年間、建築事務所の看護
部メンバーとして、移転時の患者搬送や物品配置、
システム運用などに携わる事になった
のです。
当初は看護臨床業務から離れることに抵抗はありましたが、貴重な体験をするこ
とができました。
あっという間の一年間でしたが看護師という視点から、病院を支える事
務方としての視点で考える機会を得て、視野が広がったと自分自身の成長を実感しまし
た。
引越し当日は朝から緊張の連続でしたが、最後の患者さま
（そのとき最も重症だった
方）
の搬送が終わったとき、
ほっとすると同時に鳥取市立病院職員の部門を超えた協力体
制のすばらしさに感動したことを今でも忘れる事ができません。
今ひとつは、平成17年から3年間、専従の
医療安全管理者（リスクマネージャー）
とし
て、看護部のみならず組織全体を視野に入
れて公平公正な立場で各々の部門を見なが
ら勤務するという機会を得た事です。医療安
全管理者となって、1990年に出版された
「To Err is Human」
（人は間違える）
という
新築移転当時の夜景
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事を実感する経験をしました。組織は人で

成り立っています、
いくらマニュアルを整備して、教育や啓発をしても人が行なう事には完
全ということありません、
いかに重大事故になる前に未然に防止するかという事が大切で
あるか、
また起こった事は正直に患者さまやご家族に伝える事の重要性を学びました。
ここで看護部の紹介をさせていただきます。私は病院職員530名の中で約6割を占める
看護職の責任者の看護部長として3名の副看護部長と13名の看護師長とで力を合わせ、
患者さまに安全で安心かつ良質な看護を提供できるよう日々努力しています。
当看護部は
「患者さまの尊厳を守る看護の提供」
という理念を掲げ①看護倫理に基づいた安全な看
護を実施する②看護職員自らが自己目標を持ち、
絶えず成長し自律した看護職を目指すと
いう方針のもと、
固定チームナーシングを実践しています。
固定チームナーシングは小集団
活動を通して、患者さまへ責任を持って継続した看護を提供するという看護方式です。毎
年7月には鳥取県内の固定チーム活動を実践している施設が一同に会して鳥取地方会を
開催し、
各施設の取組みや課題を報告するなどして研鑽を積んでいます。
院内においても、
中間発表会・成果発表会を開催しています。年々、発表内容が充実してきている事に当院
の看護の質向上を実感することができます。
しかし、
これに満足することなく、
より質の高い
看護を提供し、
地域の皆様に貢献できるよう引き続き努力していきたいと考えています。
また、
当院は専門性の高い看護師の養成にも力を入れています。認定看護師は感染管
理・緩和ケア・がん化学療法・不妊症看護・皮膚排泄ケア・救急看護分野に8名おります。
資格取得に際しては、病院が全面的にバックアップし、恵まれた環境で研修をすることが
できており、看護職のモチベーションアップに繋がっていると感謝しています。貴重な人材
を患者さまや地域の皆様に役立てていただけるよう、
引き続き看護師教育の充実に取り
組んでいきたいと思います。
看護部長として5年目を迎えた本年4月より、副院長を兼務することになった訳ですが、
看護部の総括責任者であることに加
えて、病院全体の管理責任を担う立
場の1人としてより一層幅広く物事
を見、発言する事が求められ責任の
重さを痛感しています。
新しい役割を
与えられたことに感謝し、今までの
経験を生かしつつ心を込めて努めて
まいります。
超高齢社会を迎え、鳥取市立病院

毎週火曜日看護師長会議の様子

の入院患者さまの平均年齢もこの10年間で10歳上昇しています。今や医療は一つの医
療機関で完結するのではなく在宅・地域へと切れ目のない医療をつなぐ事が求められて
います。鳥取県東部医療圏における中核病院としての当院の役割を見据えて、
引き続き質
の高い医療を提供し、
地域の皆さまに選ばれる病院となるよう努力していく所存です。
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特集

循環器内科の紹介
循環器内科

森谷 尚人

平成23年4月より鳥取市立病院の循環器内科が休診となり､2年が経過しましたが、本年4月より循
環器内科が再開することとなりました。担当はわたくし森谷と当院にて初期臨床研修を終了した田渕医
師の2名で診療を行います。
（現在循環器診療に興味のある研修医を募集中です。）
現在の一般臨床病院に求められている循環器診療についてですが、高血圧、心不全、不整脈、狭心症
/心筋梗塞などに対する、
いわゆるcommon diseaseの診療はもとより、二次救急病院として地域に
期待されることはカテーテル治療を主体とした病院にしかできない診療であろうと思います。
年々診療の現場で求められる医療レベルは向上しており、循環器診療においてもその点は例外では

機械の写真1 カミングスーン

ありません。病院という名前だけでは何の意味もなく、大切なのは実際に診療を行う設備、いわゆる
ハードの整備とそれを行う人のソフト(スキル)の充実が重要であると考えます。
鳥取県は全国の中では最も人口の少ない県であり、山陰という比較的全国的には交通の便もあまり
整備されていない土地にあるせいか、全国的にはminorityに属するものと思います。
よく受診された方
にお話させていただくのですが、鳥取だからこの位でいいだろう、
とかは許されないことだと思います。
医療を行う限り、東京だろうが大阪だろうが、鳥取だろうが同レベルの診療をするのが我々の使命と考
えております。
ただ先進的な特殊な診療は特殊な施設にお任せし、現在のスタンダードな医療行為を極めてスムー
スに、
またどこよりもうまく行っていくことを目指して診療を行っていきたいと思います。
鳥取という全国的には決して大きな街ではありません。
そのなかで間違ってもお山の大将になること
なく、受診された方に満足していただける診療をめざしております。
さてカテーテル検査および治療についてですが、
これまで当院にありました血管撮影機器は放射線
科/脳神経外科との兼用の血管造影装置を使用しておりましたが、本年10月より専用の心臓カテーテ
ル造影装置が導入されました。添付の写真にありますように、二方向から心臓を撮影/透視が可能な
5

biplane装置であり、冠動脈に対するカテーテル治療、
また不整脈に対するカテーテルアブレーション
の際に有用性のみならず、術時間の短縮に効果のあるものと考えます。
現在は二名の医師で診療を担当しておりますが、病院での循環器診療は急性期診療の割合が高く、
ハード面は整備されましたが今だソフト面（人）
の整備はまだ間に合っておらず、残念ながら夜間の緊
急には充分な対応ができない状態です。
すべての循環器救急に対しては次春には対応できるようにと、
整備をすすめている段階です。
現時点では待機的にカテーテルが必要な場合や昼間の緊急のケースには対応は可能な状態です。
できる限り皆様にご満足いただけるような診療、
カテーテル検査/治療を、
と思っております。微力なが
ら、地域一番店を目指して頑張っていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。

メンバー写真 カテラボ

6

特別
企画

⑶
看取りを考える

患者・家族のための
意思決定支援
本項では、意思決定支援へアプローチにつ

地域医療総合支援センター長

足 立 誠司
高齢者医療の特徴は①完全治癒が目指せな

いて最近の話題や当院での取り組みについて

いことが多く、障害との共存が必要となること。

ご紹介します。
ただ、参考資料は欧米のものも

②治癒した後に社会活動への参加を目指すこ

あり、
日本の患者の意向を十分に反映していな

とは難しく、
住み慣れた生活環境への復帰が主

い可能性があります。意思決定支援の研究は

な目標となること。
③救命や延命治療の医学的

質的にも量的にも不足している現状です。ま

な適応が複雑多岐にわたり、個人的な価値観

た、医療に対する社会的な意向や要求はその

において納得いく療養や生き方、場合によって

時の社会情勢、法的背景、文化などによって変

は死に方について対応していくことが求められ

わり得る可能性もあります。
このため現時点で

るようになりました。
このように患者・家族、
特に

国内において意思決定支援に関する一定の考

高齢者に対しては個別的で多様なニーズに対

えやアプローチは未だに議論の余地があると

応することが必要です。一般の方には難解な医

ころです。
しかし、医療現場では患者・家族、特

学用語や生死をわける治療法の理解が難しい

に高齢者のための意思決定支援は日常的な問

状況のなかで、
さらなる厳しい選択を迫られる

題となっており、適切な対応が求められていま

場面でその人の価値観、人生観、死生観に添っ

す。本項では、
できるだけ偏りのない考え方を

た治療、
療養の選択ができるような意思決定支

提示したいと思いますが、私見が含まれている

援を医療者ができるようになることが重要とな

可能性もあり、
この点をご了承ください。

ります。
日本における社会構造、疾病構造の変化か

１．意思決定支援がなぜ必要と
なったのか？
最近の医療現場で
「意思決定支援」
という言
葉をよく聞くようになりました。
なぜ必要とされ
るようになってきているのでしょうか？超高齢
化社会を迎え、従来の急性期医療では解決す
る事ができない問題に医療現場が直面してい
るからだと考えます。具体的には高齢者医療に
求められる医療像に関連しています
（図１）。

ら、従来の医療スタイルでは対応できない部分
も出てきて、
上述の考えと同じように、
疾病を完
全治癒し、社会復帰、延命を目指す
「医学モデ
ル」
から疾病と共存し、個々の価値観に添った
治療、
療養を行い社会で支える
「社会モデル」
へ
の転換、
「治癒を目指す医療」
から
「生活を支え
る医療」
への転換が求められています。

２．
意思決定支援のアプローチ
意思決定支援のアプローチとして、
アドバン
ス・ケア・プランニング（以下ACP）
と情報共有
―合意形成モデルの2つについて紹介します。

2.1 アドバンス・ケア・プランニング（ACP）
DNAR（蘇生処置を希望しない）、
アドバン
ス・ディレクティブ（事前指示）
という言葉を聞
かれたことがあると思います。今回ACPを理解
【図１】
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する上で、
それぞれの特徴について整理します。

①DNAR
（Do Not Attempt Resuscitate）

るというものではなく、患者・家族が主体とな

急変時または末期状態で心停止・呼吸停止

り、
それを支援する医療チームとの共同作業で

の場合に、蘇生処置（心臓マッサージ、気管内

す。そして、最終結果を得ることが目的ではな

挿管、人工呼吸器、エピネフリンなど薬物投

く、話し合いのプロセスが重要であることに留

与）
をしてほしくないという患者の意向です。

意しましょう。
また、ACPはアドバンス・ディレ
クティブと違い、一人で行うことはできないと

②アドバンス・ディレクティブ

いう特徴もあります。

事前の意思表示、
リビング・ウィル
（文書）
の
意味で、
自分の臨死期の対応と死後の対応に
ついて事前に他者に伝えておくことです。書面
か口頭で示すが、わが国において法定文書は
まだ存在しません。
自分ひとりで行うことがで
きるという特徴があります。
具体的な内容を以下に列挙します。
今後の医療行為（延命治療）に関すること：
人工呼吸器、人工透析、人工栄養、
輸血など
蘇生処置の有無
（DNAR）
代理意思決定者は誰にするか

【図2】

療養の快適さ：苦痛の除去、音楽や詩を聞く
こと、清潔でいること
周囲からの配慮：祈ってもらうこと、家で死に
たいこと。
死後の家族への希望：家族仲良く過ごすこ
と、家族へのグリーフケア
③ACP
上記のDNAR,アドバンス・ディレクティブを
含む概念で、将来の意思決定能力の低下に備
えて、今後の治療・療養について患者・家族とあ
らかじめ話し合うプロセスです
（図２）。結論を
出すことではなく、現在の気がかり、患者の価
値観や目標、現在の病状や今後の見通し、治療
や療養に関する選択肢などを話し合うプロセ
スが重要であることがACPのポイントとなりま
す。ACPを行うことで、終末期における患者と
家族の満足度の上昇、遺族の不安、抑うつの
軽 減 ができたと報 告されています
（Detering,BMJ,2010）。
また、
アドバンス・
ディレクティブの聴取だけを行っても満足度の
変 化 は 得 ら れ な い と の 報 告 が あ りま す
（Molloy DW,JAMA,2000）。ACPは医療者
が一方的に患者からDNARの確約を取り付け

2.2 情報共有−合意モデル（2009、清水）
医療現場における意思決定のプロセスは、
こ
れまでは、①医療者が患者に現状と治療の可
能性を説明し、②患者が医師の勧める医療方
針について同意するという
「説明-同意モデル」
でした。一般的にインフォームド・コンセント
（IC）
がこれに当たります。
これからは、
①医療者
が患者・家族にエビデンスに基づいた医学情報
中心の
（biologicalな）説明を行い、
これに加え
て、②患者側の人生の事情や考え、気持ちを聞
いて、最終的に患者・家族と医療者の双方が合
意し、意思決定・選択をしていく
「情報共有-合
意モデル」へと変わっていくべきだ、
というのが
清水先生の考え方です
（図3）。
つまり、
「情報共
有-合意モデル」
の②で医療者が患者・家族か
ら得る情報は、
患者・家族個別の事情や価値観
を含んだ“物語られる
（biographicalな）
いの
ち”であり、医療上の決定は単に医学的情報だ
けでなく、患者側の人生のこうした情報も兼ね
合わせた上で決めていくべきだということです。
詳しくはhttp://www.l.u-tokyo.ac.jp/
dls/cleth/r&d.html をご参照ください。
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方から情報を得ることで、本人のこれまでの生
き方を垣間見ることがあり、積極的に院外の施
設との連携に努めています。
また、住民一人一人が将来の意思疎通低下に
備え、事前に家族などに意思を伝えておくこと
も大切であると思います。人の気持ちは体調や
その時の環境などで変化していくことは当然の
こととして、
それでもその時にどんな気持であっ
たかを書き残す、伝えておくことは本人の価値
【図3】

観や生き方が少しでも示されることになり、本
人の意思疎通困難時に大切な情報となりま

３．
当院での意思決定支援の
現状と課題

す。
このことについては社会全体で考えていく
必要があり、今後一般市民と共にしっかり議論
を深めていくことが重要と考えています。

ここでは、認知症や脳血管疾患などで意思
決定困難となった患者とその家族へのアプ
ローチを中心に説明をします。
地域支援・緩和病床では認知症や脳血管疾
患などの疾病に伴い意思決定困難となった患
者を担当する機会が多くなっています。上述の
ACPや
「情報共有―合意モデル」
を参考にしな
がら、本人にとって最善の治療や療養について
考えても、
どのように判断してよいかわからず
困惑することがあります。理由としては、第一
に、
その患者さんと会話を交わすことが難しい
ためにその人の思想信条、価値観、人生観、死
生観、人生設計、
それまでの生き方などを直接
聞くことができないからです。第二に、超高齢
者の大半はACPが行われていない状況で、家
族 からの 情 報でも本 人 からの 事 前 指 示や
DNARなどの意向が家族に伝えられていない
ことが多い。第三に、超高齢者に対する治療に
ついてのエビデンスは少なく、医学的な根拠を
明確に提示することが難しい。
このような状況
の中で、合意形成を行うのは担当医や病棟看
護師だけでは難しいため、地域支援・緩和病床
では、院内多職種チーム介入を行うことで少し
でも多くの情報収集や意見交換を行い、本人
にとって最善の判断を提案できるように努めて
います。
さらに、認知症や脳血管疾患に罹患し
た多くの患者は施設などを利用することが多
く、利用期間中の生活状況などを施設職員の
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おわりに
医療現場での意思決定支援の困難さについ
てご紹介しました。明確な解答を得ることがで
きにくい状況の中で、病院内外を問わず多職種
で意思決定を支援していくことが現状では大
切だと考えています。
また、社会に生や死に対
する文化を醸成していくことも重要であると感
じています。
これからも患者・家族の“物語られ
る
（biographicalな）
いのち”に寄り添っていけ
る医療、ケアが行えるようにスタッフ一同頑
張っていきたいと思います。

診療紹介

内科・総合診療科
内科・総合診療科

谷水

將邦

はじめに
当院の内科は、岡山大学の関連病院の内科と

科医の人員面の不足はありますが、地域の基幹

して長く歴史を刻んできました。
２００３年度より

病院の内科として地域医療に貢献できるように

島根大学からも、消化器内科に優秀な人材派遣

と、意欲的にいろいろなことに挑戦してゆこうと

をいただき、
当時、最大１４名の内科医師数で診

の雰囲気になってきています。今後とも、温かく

療に取り組んできたこともありました。
しかし、
ど

当科を見守り、期待していただければ幸いです。

の病院もそうであったと思いますが、
２００4年
度からの新臨床研修制度の導入で、大学医局が
人材派遣としては機能しなくなり、
当院も御多分
にもれず、若手医師の大学への引き上げや、開

当院内科・総合診療科の関係
当院内科（臓器別専門内科）
と総合診療科の、
関係図を書くと以下と考えています。

業・病欠などで欠員となった人材の補充が大学
医局からなく、
２０１１年度には、
わずか６名の常

内科・総合診療科

勤内科医で、当院の内科診療を維持していくと
いう危機的状況となりました。内科医の一人一
人にかかる、仕事量の多さ・責任からの重圧など
に、診療に対する情熱・エネルギーをもってして

循環器

神 経 消化器 呼吸器

血 液

も疲弊するだけで、正直、内科がつぶれそうでし
た。
この危機を乗り越えられたのは、
当時の田中

総合診療

紀章事業管理者（鳥取市立病院名誉院長）
の内
科に対する深い理解のもと、様々な内科業務負
担軽減のためのバックアップ（具体的には現病
院長の山下裕先生はじめとした外科の諸先生方
が、
内科業務の一部を肩代わりしていただいたこ
と）
と、
また、現当院顧問でもある重政千秋先生

地域

家族・家庭

個人

（患者）

の指導と、総合診療科の立ち上げと人材確保の

総合診療

御尽力のおかげだったと考えます。今でもこれら

地域・家族も院内外の
コメディカルと協力してケア

臓器

組織細胞

専門内科

に大変感謝しております。
その頃に比べると、現在の内科は総合診療科
の医師が５名増員となり、内科・総合診療科とし

当院は大学病院などのように、細分化されて

て１１名の常勤医師数となりました。崩壊の危機

いるわけではなく、臓器別専門内科医は呼吸器

を脱して、内科疾患の入外の診療が少し余裕を

疾患しか診られませんとか、あるいは消化器疾

もってできるようになり、
ようやく活気がついてき

患しかしませんなどということはありません。
あ

たと考えています。
まだ、問題点や専門臓器別内

る程度の他内科分野には一定の水準で診療・対
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応できる実力を持った人材ばかりです。
また、総
合診療の先生方も、総合診療科として全人的に

⑤地域の予防医学
地域に向けて、疾患の知識や予防などの啓発

総合的な視点から内科疾患を診療しますが、臓

活動をおこなう

器別の専門の診療も、
たとえば消化器内視鏡検

⑥健診業務

査などをされたり、血液や呼吸器の疾患の入院
患者も持たれたりと、臓器別でも活躍されていま
す。
また、
お互いの意思疎通・相談をしながら、
お
互いの視点を勉強しあうことで、内科医としての

人間ドックなどの健診事業をバックアップする
⑦卒後内科研修
内科教育関連病院として卒後の研修医の教
育を行う

レベルを上げて、地域医療に貢献しようとの気
持ちがあります。手前味噌かもしれませんが、な
かなかこういった意識で取り組みをしている病

①〜⑦の地域基幹病院の内科としての果たす

院は少ないのではと思います。
当院の内科・総合

べき役割にそって、
当院内科・総合診療科の現状

診療科の大変な長所であると考えています。

を具体的に述べていきます。

当院内科・総合診療科の
基本的な姿勢と目標

①総合的な診断・治療
もともと６名しかいなかった内科では、専門外
疾患も診ざるを得ない事が多く、
風通しよく、
お互

鳥取県東部地域の基幹病院の内科として地

いが相談・協力しあって診療を行う体制にしてい

域医療に貢献していこうというのが、当院内科・

ました。
さらに、現在では新たに加わった総合診

総合診療科の全員の基本的な姿勢と目標です。

療科のメンバーに刺激をうけ、
重政千秋先生の指

自分たちに求められている基幹病院内科として

導のもと症例の検討を重ね、
総合診療・専門内科

の役割は多岐に及び、具体的には以下①〜⑦と

ともに診療のレベルアップがなされていると感じ

考えています。

ています。今後も風通しのよい当院の総合診療・

①総合的な診断・治療

専門内科であり続け、
全員が内科医としての実力

救急を含めた患者さんに対して総合的な内科
の視野に立ち、
どの分野の内科的疾患であろう
が、
どの内科医も一定の水準で適切な診断・治
療ができること
②高度な専門性・先進性を持った医療
癌化学療法や内視鏡的手術に代表されるよ
うな高度な専門性・先進性を持った医療を提供
できること
③高齢化社会に対応した高齢者医療
高齢者特有の疾患を診断治療するばかりで
はなく、
その生活背景なども考慮してチームで治
療介入を行う
④緩和医療
癌・非癌を問わず安らかで尊厳のある最期が
迎えられるような緩和医療を提供できる
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当院内科・総合診療科の現状

を上げて、
地域医療に貢献できたらと考えます。
②高度な専門性・先進性を持った医療
当院はがん診療連携拠点病院でもあり、肺
癌・血液腫瘍・消化器癌等の化学療法や消化器
内視鏡や内視鏡的手術の件数も増加していま
す。ホームページを参照して頂ければ幸いです
が、
2012年度の実績は以下の通りです。
気管支鏡検査：72件
上部消化管内視鏡検査：6107件
（そのうちEUS 45件、EMR/ESD62件、緊急止血術18
件、EIS/EVL17件を含む）

下部消化管内視鏡検査：1278件
（そのうちEMR398件、
ESD9件、
緊急止血術28件を含む）

内視鏡的胆管膵管造影検査：135件
（そのうちEST53件、
ERBD38件を含む）

診療紹介

化学療法：症例数ではなく延べ件数：

養管理をはじめとしたチーム医療で、高齢者医

入院393件/外来472件

療に一石を投じられたのが始まりでした。それ

（胃癌33件/32件、肝胆膵11件/55件、食道51件/8件、肺癌108
件/235件、血液190件/130件、その他の悪性腫瘍0件/12件）

これらの専門性や先進性を持った医療の提供
を通じて、地域医療に貢献できていると考えま
す。
ただし、
これらの医療を担う、専門内科医はこ
こ７-８年前から現在まで、慢性的にマンパワー
不足と考えます。症例の多い消化器内科はわず
か３人で、
この地域の総合病院でもかなり少な
いメンバーで頑張っていると思います。呼吸器内
科は１.５人（呼吸器専門が１名、血液内科と兼
務が１名）
で、血液内科は１人で、疾患の特徴か
ら生命の危機にある重症患者が多く、ほぼ、毎
日・毎週土日は呼び出し状態であります。糖尿
病・腎の専門内科も１．
５人（１名が専門内科で
総合診療科の医師が１名兼務）
で、院内外の糖
尿病全般の教育や院内発生の透析を行うには、

までは、高齢者医療は、内科のマンパワーも少
なく、各分野の臓器別専門内科医としては、正
直、片手間のお仕事という意識しか持てません
でした。現在のようにチーム医療などははっきり
とはなく、
とりあえず次の後方病院に紹介・転院
するまでの治療、
するための治療となっていまし
た。現在、総合診療科の足立誠司先生（地域医
療総合支援センター長）が赴任され、当院の内
科・総合診療科の柱となるような一分野として
充実してきています。将来的には一病棟をまる
まる、地域医療支援病棟として拡充が予定さ
れ、総合診療科が中心ですが、臓器別専門内科
も協力して、地域医療に貢献していけるものと
考えています。
④緩和医療
がん診療連携拠点病院として癌の緩和医療

やはり負担が大きいと考えます。当院は最初述

は、外科の大石正博先生を中心に内科・総合診

べました通り、岡山大学の関連病院であり、
当科

療科も協力して行っています。今後、総合診療科

の専門内科医の６人中５人が岡山大学の医局出

の足立誠司先生を中心として、非癌の緩和医療

身です。ここ数年、開業や病気・死去等でメン

も充実させていく方向で、内科・総合診療科とし

バーが欠けても大学からは全く補充人事もなく、

て癌・非癌を問わず安らかで尊厳のある最期が

今後、誰か１人でも病欠や家庭の事情などで欠

迎えられるような緩和医療を提供できるように

けたとしても、大学の人事には期待できないと思

努めたいと考えます。

います。
これからは、大学とは関係なく、新しく専

⑤地域の予防医学

門内科を希望する人材を幅広くスカウトして、育

いままでも内科は、地域の学術研究会や内科

てていくことが大事かと考えています。
ただし、今

系の学会発表等を積極的に行っていました。
今後

すぐにとはならないのも現実ですので、現有医師

はそれに加えて、
清水健治現事業管理者が提案さ

が疲弊して欠員・その専門分野の診療の休診等

れた、
『病院が企画して積極的に地域内外の講演

の地域に迷惑をかけるような最悪な結果となら

会活動等を行う。』
に積極的に協力していきます。

ないように、大学医局に粘り強く人材派遣をお

生活習慣病・感染症・癌等の地域に向けての疾患

願いするしかないと思います。

知識普及や予防などの啓発活動を行うことで、
地

③高齢化社会に対応した高齢者医療

域医療に貢献して行けるものと考えています。

田中紀章前事業管理者（鳥取市立病院名誉

⑥健診業務

院長）が熱く高い志で、高齢者の地域支援・緩

今年から内科・総合診療科から重正千秋先生

和病床を立ちあげられ、口腔ケア、
リハビリ、栄

と、不肖、内科の谷水が人間ドック・健診業務に
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かかわることとなりました。
いずれも生活習慣病

すが、今までの経歴から各々内科の専門分野が

や癌の早期発見から、内科・総合診療科への受

あります。それも提示させていただきます。メン

診・指導・治療につながり、少しでも地域の働き

バーは以下の通りです。

盛りの方の疾患予防・早期治療に貢献できたら
良いなと考えています。
⑦卒後内科研修
当院は教育関連病院であり、研修医の教育に
ついても、何とか魅力あるものとして、内科・総合
診療科として取り組んできています。
システムとし

重政 千秋
（総合診療科）
【内分泌・甲状腺・膠原病】

ては、
当院で作成した研修プログラムに沿ってい
ますが、基本は人-人のつながりであり、いつで
も・どこでも・だれとでも相談しやすい環境に心

谷水 將邦

がけています。
また、後期臨床研修ではより専門

（専門内科）

性を取り入れたものを考えています。内科・総合

【血液・呼吸器】

診療科全体の週１回のカンファレンスでは、症例
検討やCPC、薬剤情報提供説明会をおこなって
おります。特に研修医の先生方に、毎週のカン

足立 誠司

ファレンスで、指導医と経験した症例のまとめと

（総合診療科）

スライド提示（学会発表の予行演習を模したも

【プライマリ・ケア・老年・緩和ケア・
エンドオブライフケア】

の）
を行ってもらっています。重政千秋先生の指
導の下で、症例をきちんと整理して理解すること
と、
プレゼンテーションがきちっとできるように
なってもらいたいとの思いからです。
研修医の先生方にとっては、初期研修は一度
しかありません。特に内科・総合診療科は初期研

久代 昌彦
（専門内科）
【腎・代謝】

修で占める期間が長く、内科・総合診療科以外
のどの科に将来当希望されても、
当院の内科・総
合診療科で研修できてよかったと、確実に満足
してもらうような結果となるよう、若い先生を育
てることも、基幹病院の内科の地域医療への貢
献の一つということを肝に銘じて、
メンバー全員

谷口 英明
（専門内科）
【消化器】

で教育に取り組む姿勢で行っています。

この広報誌を通して、
身近に当院内科・総合診
療科の現メンバーを知っていただくため、写真付
きでメンバー紹介させていただきます。総合診療

【腎・代謝・
膠原病・神経】

の先生方は総合的に患者さんを診るという科で
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松岡 孝至
（総合診療科）

診療紹介

ピールして、
より地域医療に貢献しようと意欲が
出てきて、上向いてきたなと感じています。
この流

柴垣広太郎

れを断たないためにも、今後もやはり持続的な

（専門内科）

人材確保、特に専門内科の人材確保が必要と考

【消化器】

えています。なお、内科人員が減少した時と、循
環器内科が一時閉鎖となった時期も重なり、地
域の開業の諸先生方や他の総合病院の内科・循

拓

環器内科の先生に患者さんの紹介に際して、多

（専門内科）

大なご迷惑をおかけしたことをこの場を借りてお

【消化器】

詫びいたします。

藤田

当院内科・総合診療科は、格式ばった規律が
あるような組織ではありません。自由に発言で
きて、風通しも良く、相談もしやすいのが一番の

庄司 啓介
（総合診療科）

長所です。
また、診療でこういったことがしたい

【循環器】

とか、先進的なことがしたい、
こういったことを
学びに行きたい等の意向があれば大歓迎です。
新しい風は、その時うまくいかなかったとして
も、内科・総合診療科に新たな刺激・エネルギー

懸樋 英一

をもたらすこととなると思います。最後に、
この

（総合診療科）

広報誌を読まれて、当院の内科・総合診療科に

【プライマリ・ケア・
老年・消化器】

興味をもたれたり、一緒に仕事がしたい、研修
をしたい等の希望がありましたら、
ご連絡いた
だければ幸いです。

武田 洋正
（専門内科）
【呼吸器・腫瘍】

近藤

正太郎

【血液；岡山大学からの派遣非常勤

外来のみ】

最後に
内科・総合診療科は過去・現在・未来も、
おそ
らく病院の中心であると思います。現在、当科は
一時期の危機的状況は乗り越え、総合診療科を
中心に医師数が増加して、積極的に院外にもア
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泌尿器科鏡視下手術
について

泌尿器科

倉繁

拓志

私が岡山大学に入局した10数年前は泌尿器

すなわち低侵襲手術という考え方に変わってい

科手術の内視鏡手術といえば経尿道的手術が主

き、
できるだけ手術創を縮小する小切開ミニマム

で、それ以外は開腹術だった。鏡視下手術は、現

手術や鏡視下手術が普及していった。開腹術と比

在は“標準的な治療”と言われるくらい普及してい

較すると、美容上の利点はいうまでもなく、手術

るが、
その当時の私自身はその存在すらも知らな

創の小ささに起因すると思われる疼痛の軽減、
そ

かった。開腹手術にしても、“Big surgeon, Big

れによる術後の離床開始までの時間の短縮、最

incision（名外科医ほど切開創が大きい）”という

終的には入院期間までも短縮できることが確認

考え方が一般的であったように思う。経尿道的手

されている。鏡視下手術は、
まず外科領域におい

術は手術モニターがあるので術中所見を術者以

て1980年代に腹腔鏡下胆嚢摘出術が普及し、

外もshareできるのだが、骨盤の開腹術である前

当時の私の上司も鏡視下手術を習得するために

立腺全摘や膀胱全摘などは第二助手の立場では

外科の腹腔鏡下胆嚢摘出術のメンバーに加わっ

術野すらろくに見ることができない。第二助手と

ていたこともあった。泌尿器科領域において鏡視

して出来ることは、術者や第一助手の言われた通

下手術は、1996年に腹腔鏡下副腎摘出術が保

り鈎を引いて手術の邪魔にならないように努める

険適応になったことを皮切りに、現在までに多数

ことであった。骨盤の開腹術においては、術者と

の疾患に対する術式が保険適応になっている。

第一助手以外の場所で最も術野が見えるのは患

（表1）
そのために症例数が急増している一方で、

者さんの頭側、
つまり麻酔科の先生が麻酔をかけ

重篤な合併症を引き起こし大きな社会問題とし

ておられる場所だったので、麻酔科医にお願いし

て報道されたこともあった。
それを受けて鏡視下

てその特等席を譲り受け陣取り、手術を勉強して
いたことを思い出す。

適応疾患

保険適応
の有無

原発性アルドステロン症
クッシング症候群
褐色細胞腫
内分泌非活性腫瘍

あり

腎摘出術

腎細胞癌
腎移植（ドナー腎摘除術）
腎盂・尿管癌
（腎・尿管全摘除術）

あり

腎部分切除術

腎細胞癌
（小径：3〜4cm以下）

あり

前立腺全摘除術

前立腺癌

あり

膀胱全摘除術

膀胱癌

あり

尿膜管摘除術

尿膜管嚢胞

なし

術

式

それが次第に“Minimal invasive surgery”、
副腎摘出術

手術の様子
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表1

泌尿器科領域における腹腔鏡手術の適応

（那須保友 岡山医学会雑誌123巻

August 2011, p111-117より引用 改変）

診療紹介

手術を安全に普及させる目的で泌尿器腹腔鏡技

的な技術的向上および手術器具の進歩に依ると

術認定制度が2004年に創設され、2012年まで

ころが大きいと思われる。

の8年間に全国で約800名（全泌尿器科医の約
10％）
が認定を受け、
当院では現在2名の腹腔鏡
技術認定医が在籍している。

当 院 でも鏡 視 下 手 術 を積 極 的 に導 入し、
2004年には腎癌、腎盂癌に対して腹腔鏡下腎
（尿管）全摘除術、2010年には前立腺癌に対し

泌尿器鏡視下手術の変遷を見てみると、
まず

て腹腔鏡下前立腺全摘除術を開始した。現在で

最初に導入されたのは停留精巣の非触知精巣に

は副腎、腎、前立腺の手術はほぼ全例、鏡視下手

対して腹腔内を鏡視下で観察し、腹腔内精巣の

術で行っており、逆に開腹術は減少の一途をた

状態を把握する方法で、
これは単に観察すること

どっている。
（表2） 当院において腹腔鏡下前立

だけあった。続いて前立腺癌のstaging目的で腹

腺全摘術は2013年2月までに42例に施行して

腔鏡下骨盤リンパ節郭清術が広まったが、
この
手術法はPSA検診が始まったことにより衰退し
ていった。腹腔鏡下腎摘除術が1991年に米国
から初めて報告され、翌年の1992年に新潟大学
で世界に先がけて腹腔鏡下副腎摘出術が実施さ
れた。腹腔鏡下前立腺全摘が初めて試みられた
のは1991年だが、尿道吻合などの技術的難しさ
などのためにしばらく普及せず、1998年にフラン
スのチームがこれらの問題点を改良した術式を
発表して以来、広く行われるようになった。腹腔
鏡下膀胱全摘除術は1992年に神経因性膀胱に
よる尿路変更後の残存膀胱の摘出に対して初め
て施行された。
しかし、尿路変更術を伴うための
皮膚切開を別に加えなければならない問題点が
しばらく改善されず、2000年になって全てを鏡
視下で完遂した腹腔鏡下膀胱全摘除術が報告

前立腺全摘（開腹または小切開）
腎尿管全摘術（開腹）
腎摘除術（開腹術）
腹腔鏡下腎尿管全摘除術
腹腔鏡下前立腺全摘
腹腔鏡下腎部分切除術
腹腔鏡下腎摘除術
腹腔鏡下副腎摘除術
表2

術式別手術件数の年次推移

されるに至った。疾患別の適応にも変遷があり、
以前は腎癌に対しては腫瘤の大きさに関係なく

おり、今回その治療成績について検討したので報

腎臓は全て摘除する腹腔鏡下腎全摘除術が主

告 す る 。症 例 の 内 訳 は 、年 齢 中 央 値 6 7 歳

であったのが、現在は径の小さい腫瘤に対しては

（ 5 4 - 7 5 ）、P S A 中 央 値 6 . 6 n g / m l

できるだけ腎を温存する腹腔鏡下腎部分切除術

（ 2 . 8 1 3 - 2 6 . 6 6 7 ）、B M I 中 央 値 2 3 . 0

が増えてきている。
また、術中の血圧の変動など

（17.99-31.27）
であった。治療結果は、手術時

が問題点となるカテコールアミンを産生する褐

間中央値297分（173-464）、出血量中央値

色細胞腫は、鏡視下手術の創生期には開腹術の

550ml（100-2000）、開腹術に移行した症例は

適応であったが、現在では鏡視下手術の適応に

なく、術中に同種血輸血を要した症例は認めな

なっている。
これらの腹腔鏡下腎部分切除術や

かった。周術期合併症はリンパ漏4例、腸管瘻1

褐色細胞腫に対する手術は、鏡視下手術の全体

例、術後後出血のために同種血輸血を要した症
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例を1例認めたが、直腸損傷は認めなかった。尿

爆発的な勢いで症例数が増えている。
（ なお、

道カテーテル留置期間は中央値7日
（5-22）、術

2012年末時点で米国の前立腺全摘の98%が

3ヶ月後の尿失禁率は36％だった。組織学的結

ロボット手術となっている。）

果はpT2:27例、pT3:14例、切除断端陽性率は
全症例で23.8%（pT2:4%、pT3:57%）
であり、

張る速さで進歩を遂げており、
これから先どのよう

他施設と比較しても遜色ない治療成績を治めて

に進化するかは予測困難だが、
当院は常にその時

いる。

の最先端の医療を提供できるように努めている。

より低侵襲手術を目指して鏡視下手術を進化さ
せた術式も次々と登場している。鏡視下手術は、
手術器械を出し入れできるように1-2cm程度の
手術創を3-6ヶ所開け、術野にガスを注入し、内
視鏡下に細い鉗子や鋏などを用いて臓器の摘出
や再建などを行う手術法である。
それを進化させ
た一つの方法が単孔式鏡視下手術である。
この
手術法は腹壁の傷を一切なくすことを目的とし
た手術法で、臍や膣などから必要な手術器械を
全て挿入し、手術を完遂する方法である。
この方
法はまだ一般的ではないが、限られた施設では
既に臨床応用されており、
その治療成績について
の報告も出始めている。
その他、今最も脚光を浴
びているのはロボット手術である。
この方法は、
鏡視下手術の一つであり手術創は従来の鏡視下
手術と同じ3-6ヶ所であるが、手術器械が全てロ
ボットと連動し、
それを術者が遠隔操作する手術
法である。従来の鏡視下手術との相違点として
は、術野が二次元でしか見えなかったのが三次
元で見えるようになっている点や、人間では不可
能な動き、例えば関節を360 回転させることな
どが可能なために、
これまで人間の手では不可
能だった手術操作が可能となっている点が挙げ
られる。2011年以前は米国で約1200台、欧州
で約300台、アジア（主に韓国）で約80台のロ
ボットが稼働していたのに対し、
日本では16台導
入されているにすぎなかった。しかし本邦でも
2012年に前立腺癌に対する前立腺全摘がロ
ボット手術の保険適応となると、2013年の6月
現在、
日本全国で合計約120台導入されており、

17

現時点でも低侵襲を目指した手術法は目を見

診療紹介

山下裕病院長が救急医療功労者知事表彰を受賞しました。
当院の山下病院長は、鳥取県東部地区の救急医
療体制の確立に貢献し、地域住民に対する救急医
療、疾病の治療と健康管理に大きく寄与した功績が
認められ、米子南クリニック山内氏、野島病院山本氏
と共に平成２５年９月１２日に、平井知事から表彰さ
れました。
今後も当院は、鳥取県東部地域の住民の方々に、
良質で適切かつ丁寧な医療を安定的・恒久的に提
山下裕病院長（右端）

供できるよう努力してまいります。

功績の概略
救急医療を主とする急性期医療に取り組み、疾病の治
療と地域住民の健康管理に尽力した。市立病院が現在の
的場地区に移転した平成7年、それ迄の医師1名の当直体
制を内科系医師1名、外科系医師1名の2名体制及び各診
療科1名待機という体制を整えて救急医療の充実を図っ
た。また東部地区のメディカルコントロ−ル協議会会長と
して救急救命士の育成を図るため、各医療機関で気管挿
管実習の調整に尽力するなど東部地区全体の救急医療体制の確立に貢献した。
更に、東部医師会東部消防局共催で毎年開催される地域住民向け救急医療講習会において
講師を務め、緊急時に対処できるようAEDの講演を行うなど地域住民の救急医療への意識向上
に大きく貢献した。

山下裕病院長は、
救急診療も
院長は、昨年病院長就任後も従前と変わることなく通常診療や手術はもとより、
昨年病院長就任後も従前と変わることなく通常診療や手術は
修医など若手医師の指導にあたっている。
担当して、研修医など若手医師の指導にあたっている。
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看

nursing

護

チームで行う
在宅支援への取り組み
（地域支援緩和病床）
鳥取県の高齢化の現状として75歳以上の後
期高齢者が多く、2035年には約30％増加する
といわれています。
当院でも入院患者さんの平均
年齢がここ10年間で10歳増加しています。高齢
の患者さんが入院されると病気は治癒したけれ
ど入院前のように食べたり、動いたりできず、
自
宅に退院できないという現象が生じています。
こ
のため当院では高齢の患者さんの診療支援とし
て平成22年9月より地域支援緩和病床を開設し
総合診療科の医師を中心としたチーム医療を始
め、患者さんが住み慣れた場所へ退院できるよ
う支援しています。

チーム医療とは
「医療に従事する多種多様な医療スタッフ
が、各々の高い専門性を前提に、目的と情報を
共有し、業務を分担しつつも互いに対応した医
療を提供すること」
厚生労働省 チーム医療の推進に関する検討報告書より
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6階西病棟看護師長

浅田恵須美

地域支援緩和病床の取り組み
急性期の治療と共に認知機能や身体機能の
低下した高齢の患者さんに、担当医、病棟看護
師、
口腔ケアチーム、呼吸チーム、栄養チーム、感
染チーム、褥瘡・排泄チーム、
リハビリテーション
（ST・OT・PT）チーム、緩和チーム、退院支援
チームなど多職種のチームが連携して、切れ目
のない包括的なケアを提供し、生活機能の回復
と向上を支援している病床です。毎日の回診とケ
アカンファレンス
（1回/週）
を行って栄養状態、嚥
下状態、身体機能を評価し、チーム全員で適切
なケアの検討と退院への支援を行っています。

各チームの紹介

緩和ケア
チーム
病

棟

身体的・精神的苦痛の緩和に加え、
患者さん、ご家族の価値観に沿った治

入院時に高齢者総合評価で患者さんの栄養状

療や療養の場が選択できるように病棟

態や身体機能を評価します。問題があると各医療

や他の医療チームと協働しています。

チームのアドバイスと共に、患者さんや家族の方
の思いに寄り添った看護目標を設定して入院か
ら退院まで責任を持って継続した看護を提供し

リハビリチーム

ています。
自宅から入院となられた患者さんは自
宅へ退院できるよう、受け持ち看護師が中心と

患者さんの認知機能と嚥

なって退院指導を行っており、特に口腔ケアと摂

下機能の評価を行います。

食に関することの指導に力を入れています。

出来るだけ経口できるよ

感染チーム

う適切な嚥下食を選択し

患者さんが新たな感染を受けないため

安全に摂取できるように

に、各処置やケアを行う際に正しく感染

お手伝いしています。

対策が実施されているかどうかを確認
し、必要時はアドバイスをしています。

退院支援チーム

口腔ケアチーム

退院後の療養や生活

お食事やおしゃべりには

を維持していくため

お口の健康から。
必要な方

に院内外の関係機関

にはお家への訪問もして

と協働し必要な環境

います。

を整えるお手伝いを
します。

栄養サポート
チーム
（ＮＳＴ）
『 栄 養 は万 病に効く』の 信 念

褥瘡チーム

のもと、個々の状態に合わせ

呼吸ケアチーム

入院中に褥瘡発生しないように、全

た 栄 養 管 理を行う事 で 治 療

レントゲン像や採血などの結果を照らし合わせ、患

身状態を考慮しながら体位変換等

効 果を高 め 、Q O L 維 持 向 上

者さんの呼吸状態の観察を行い、個々のADLに合

のアドバイスを行っています。また

のお役に立てるようサポート

わせ、
よりベストな肺の状態となるよう1回/週の回

退院してからの生活面に必要な環

しています。

診で評価し、
病棟看護師へアドバイスしています。

境の調整相談にも対応しています。
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地 域 連 携

地域医療総合支援センターは、通院、入
院中の患者さん、ご家族が安心して自宅あ
るいは病院・施設で治療や療養ができるよ
うに、関係機関との連絡調整、医療・介護・
福祉サービスに関する情報提供や、医療費
に関する相談などさまざまな問題にスタッ
フ一同（医師、看護師、歯科衛生士、MSW、
がん支援相談員、事務）が対応しています。
大きく3つの部門からなりますので、それ
ぞれをご紹介します。

1
■退院支援

■医療相談

入院時から退院後を見据えて、患者さんや

安心して入院や在宅での生活が

ご家族の意向を伺いながら、地域の関係機関

できるよう、相談や情報提供を

と連携を図り安心した在宅療養や転院、入所

おこないます。

ができるように調整を行います。

●医療費、生活費の相談
●介護保険、身体障害など福祉制度に関する事
●医療安全に関すること

●セカンドオピニオン

●かかりつけ医の相談

●各種文書の取り扱いなど

■紹介・検査予約
開業医や介護施設からの紹介受付や検査予
約、入院予約などを行い、病診連携を推進します。

2
■がん相談

■患者サロン「陽だまり」

支援相談員と看護師が、が

がん患者会「ひまわりの会」は患者同

ん患者さんやご家族の相談を

士で体験を語り合ったり、悩みを相談し

お受けします。

たりすることもできる場所です。院外貸
出し可能ながん関連の書籍、
パンフレッ
ト、DVDなどを備えています。
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地域医療総合
支援センターならでは
の先進的な取り組み
なんですよ！

3
■診療科の特色

■地域支援・緩和病床の運用

総合診療科（医師5名）、歯科（医師2名、非常勤医

総合診療科、歯科は外来診療だけでなく、入院

師2名）
、
歯科衛生士2名、
訪問看護師3名がいます。

診療も行っています。なかでも地域支援・緩和病

外来では、総合診療外来診療、歯科診療を担当し、歯

床は他の病院にない取り組みと言えます。

科では訪問歯科診療、口腔ケア、訪問看護師による

超高齢化社会に伴う疾病構造の変化から、複
数の疾患や複雑な社会的背景を有する高齢者の

訪問看護を積極的に行っています。
鳥取市立病院の特徴として、総合診療科医師が毎

入院が増加し、多様なニーズに対応するために多

日総合診療外来を担当していることや、歯科医師が

職種チームが介入をする「地域支援・緩和病床」

口腔ケアに積極的に関与しており、県内でも他にな

を平成23年から運用しています。
総合診療科を中心に歯科医師、各医療チーム

い先進的な取り組みを行っています。

（口腔ケア、呼吸、栄養、褥瘡・排泄、感染、緩和ケ
ア、
リハビリ、退院支援、医師支援）が入院早期か
ら介入し、病棟回診、
カンファレンスなど行うこと
で綿密な連携をとり、必要に応じて臓器別専門医
と協働し、患者さんや家族の意向や生活背景も
考慮した上で、疾患の治療だけでなく、適切なケ
アやリハビリテーションを行い、望ましい療養に
ついて総合的に検討しています。

地域支援・緩和病床回診（月〜木）の様子

地域支援・緩和病床
ケースカンファレンス
（週1回）
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、栄養チーム、医師支
援など各院内チームが参加

地域医療総合支援センターを簡

の生活を支え、
生きがいを見出せるよ

単にご紹介しました。キーワードは、

うな支援ができることを目指していま

架け橋 と考えています。
センターの

す。

活動は、
病院内だけに留まらず、
病院

住民の皆様のお役に少しでも立て

と在宅、病院と病院、病院と施設、病

るようにスタッフ一同がこれからも頑

院と行政などさまざまな部署に架け

張っていきますので、
よろしくお願いい

橋を渡すことで、地域に暮らす住民

たします。
お気軽にご相談ください。

地域医療総合支援センター
足立 誠司センター長（総合診療科）
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講 演 会

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

『第 1 回市民医療講演会』 6月22日（土）
早田 裕 産婦人科医長による「妊娠中の風しん」、長治

誠 診療部長

（産婦人科医）による「子宮頚がんとワクチン」と題して講演を行いました。
早田医師からは、妊娠中に感染した場合の胎児への影響について紹介さ
れ、妊娠する前と妊婦の周囲の人が積極的にワクチ
ン接種をして予防することを推奨されました。
また、長治医師の子宮頚がんワクチンについての
講演では、子宮頚がんによる死亡率の推移や、子宮
頚がんの予防のためには子宮がん検診と併せてワクチン接種をすることで、
より予防効果が高まることなど、わかりやすく話されました。

『第 2 回市民医療講演会』 7月20日（土）
浅雄保宏 診療局長（麻酔科医）による「熱中症の予防と対策」、大石正博
診療局長（外科医）による「肝臓がんについて」と題して講演を行いました。
浅雄医師からは、こまめな水分補給や日頃から適度な運動を行い発汗し
やすい体を作るなどの予防対策が必要と話されました。また、症状による緊
急性の判断を紹介し、会話ができない・かみ合わな
いなどの症状が改善されなければ救急受診（救急要
請）するよう説明がありました。
大石医師からは、肝臓がんの種類とそれぞれの発症関連因子、治療方法
と手術適応の優位性にいて話されました。特にＢ型、
Ｃ型肝炎の人は肝細胞
がんの発症リスクが高いため、定期的な健診と治療によりがんの発症を予防
することが必要と話されました。
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『第 3 回市民医療講演会』 8月24日（土）
小寺正人 診療部主任部長（外科医）による『乳がんの予防と対策』、中島
美由樹 健診センター保健師による『乳がんを早期発見するために〜自己触
診診をしてみよう〜』と題して講演を行いました。小寺医師からは、乳がんは
日本人女性が最も罹患しやすいがんである反面、がんの中では死亡率高くな
いといった疫学的特徴を紹介し、定期検診や日々の自己触診を継続すること
により乳がんでの死亡を防ぐことが大切と、早期発見
早期治療の重要性を説明されました。また、話題となっている遺伝子検査や
予防切除について、米国と日本の現状についてお話をされました。
続いて中島保健師から、乳がんは“自分で見つける事ができる数少ないが
んである”として、自己触診の重要性を説明され、具体的にパンフレット、
ト
レーニングモデルを用いて自己触診指導を行いました。

『第４回市民医療講演会』 ９月６日（金）
久代昌彦 診療部長（内科医）よる『糖尿病の予防と治療』の演題で講演を
行いました。久代医師からは、日本の糖尿病推計患者数が890 万人にも及
んでいる現状と、糖尿病の診断基準について話され、予防としてはバランス
のとれた食事摂取と適度な運動など生活習慣の改善が重要と話されました。
また、発症した場合は、早期に治療を開始することで合併症抑制の効果が得
られると強調されました。
第４回講演会は、
「鳥取市健康づくり講演会」としての位置づけでもあり、講演会に合わせて「血
圧自己測定」
「簡易血糖測定」
「医療相談」
「栄養相談」コーナーも設置し、幅広く糖尿病予防キャン
ペーンとしての取り組みが行えました。

今後の開催予定
第５回
第６回
第７回
第８回
第９回

場 所
日 時
内 容

さざんか会館 ５階 大会議室
2013年10月19日(土) 10:00〜11:30
大腸がんの最新治療
（外科 加藤 大）／肺がんの外科的治療（外科

場 所
日 時
内 容

さざんか会館 ５階 大会議室
2013年11月30日(土) 10:00〜11:30
インフルエンザと肺炎（内科 谷水 將邦）／心筋梗塞について
（循環器内科 森谷 尚人）

場 所
日 時
内 容

さざんか会館 ５階 大会議室
2014年1月18日(土) 10:00〜11:30
誤嚥性肺炎と口腔ケア
（総合診療 足立

場 所
日 時
内 容

さざんか会館 ５階 大会議室
2014年2月15日(土) 10:00〜11:30
総合診療科とは
（仮題）
（講師：総合診療科）

場 所
日 時
内 容

さざんか会館 ５階 大会議室
2014年3月15日
（土） 10：00〜11：30
がん検診のすすめ
（仮題）
（講師：未定）

誠司，歯科

成石

池田 秀明）

浩司）
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当院は、地域に必要な医師の確保のため、
将来、鳥取市立病院で勤務を希望する医学生
に修学を支援する医師奨学生制度を平成２１
年度より設けています。

臨床研修室

稲葉

美華

交流会は、奨学生と当院の医師が互いに知

とっても有益な勉強会になるようにと企画し

り合っておくことで、奨学生が初期臨床研修を

たものです。
当院の初期研修医、後期研修医を

始める際に安心して研修ができる環境を整え

始め東部地区の研修病院等から34名の参加

るよう平成２３年度から実施しています。参加

者がありました。

者は、
当院の奨学生に加えて鳥取県出身の医

講師には、名古屋第二赤十字病院総合内

学生や病院見学に来ていただいた医学生、
当

科部長の野口善令（のぐち よしのり）先生を

院で臨床実習をされた学生も参加していただ

お招きして
「不明熱の診断学」
をテーマに２時

けるようになり回を重ねるごとに少しずつ交流

間の講義をしていただきました。

の輪が拡がっていることを感じます。
今年は、少し趣向を凝らして、
１日目にセミ
ナーとバーベキュー、
２日目に氷ノ山登山を計
画し、
８月２４日
（土）、
２５日
（日）
に１泊２日の
日程で実施しました。
１日目のセミナーは、医学生、研修医など経
験の浅い若手医師と看護師や医療技術者に

講師：野口善令先生

野口先生は、総合診療の分野で著明な先生
で、
多くの著書があります。
中でも昨年出版され
た
「この1冊で極める不明熱の診断学〜不明熱
の不明率を下げる為のガイドブック〜」
は、
ほと
んどの受講者が持参しており、
時折開いては講
義内容と合わせながら受講していました。
講義は、
あたかもテレビ番組のドクターＧを
思わせるようで、医学生、研修医に対して
「発
熱」
へのアプローチは、
プラスαのサイン
（手が
かり）
を探すことが重要で、患者の情報を多角
的に診ていくことがポイントであるということ
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を、いくつもの症例を示

苦闘しましたが、屋外で食べるバーベキュー

しながら丁 寧にお教え

は一段と美味しく、盃もすすみ医学生と初期

下さいました。
とつとつと

研修医、医学生と指導医と初対面の方も多

した口調で静かに受講

かったですがバーベキューを囲みながら語り

者に語りかけ、じっくり

合うことができ楽しい夕食になりました。

考えさせて答えを導き出

宿泊したバンガローには、明かりを取る裸

すという、診たての思考

電球しかなく、外は真っ暗闇で虫の音と少しの

のプロセスを学び、医師
としての感性を研ぎ澄ま

雨音だけが聞こえる静かな一夜を過ごすこと
進行：足立誠司先生

せるトレーニングのようでもありました。

ができました。
２日目は、早朝７時から登山をする予定でし

講師と受講者の双方向的な進め方を取り

たが、起きると辺り一面濃い霧が立ち込め霧

入れた講義でしたので、いつの間にか“野口

雨が降っていたため、
山岳ガイドに相談したと

ワールド”に自然に引き込まれていき、
あっとい

ころ
「明け方から降り始めた雨で地面が滑りや

う間に過ぎた２時間でした。

すく谷川も増水している恐れがあり危険であ
休憩時間にも熱心に個別指導

る。」
とのことで、
やむなく登山は取りやめて急
遽予定を変更し、氷ノ山自然ふれあい館響き
の森・若桜駅のＳＬ・若桜宿・たくみの館・不動
院岩屋堂など若桜の町を散策することにしま
した。普段あまり触れることのない古い街並み
や歴史遺産などを観賞しながら時間に追われ
る普段の生活と違い、
ゆったりとした時間を過
ごすことができました。今回は、悪天候のため

座長：重政千秋先生

サマーセミナーが終了し、講師を勤めていた
だいた野口先生もキャンプ・山登りなど自然に

スケジュールを大幅に変更することになりまし
たが、
トラブルを共有したことで、参加者に一
体感が生まれ思い出深い交流会となりました。

親しむことがお好きとのことで、野口先生と奨
学生４人を含め総勢１８名の老若男女が入り
混じる賑やかな交流会になりました。
空模様を心配しながら氷ノ山キャンプ場に
出発しましたが、幸いなことに雨も降らず、早
速バーベキューの準備に取り掛かりました。
慣
れない作業でなかなか炭に火が付かず悪戦
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副看護部長（教育担当）

西垣 弘子
研修テーマは、コミュニケーション・ホス
ピタリティ向上研修で、仲間と共に気づき
学ぶ「こころのコミュニケーション」として
二日間を共に過ごしながら研修を受けまし
た。この研修は、平成 23 年から取り組んで
おり今年で 3 回目となります。鳥取大学総
合医学教育センター学部教育支援室准教授
高塚人志先生を講師に新規採用者を対象に
自分自身を大切にして相手をも大切にする

そして、人の気持ちを聴く体験をもとに

事を学ぶものです。参加者は看護師 18 名、

自分の聴き方を考える学習。話し手や聴き

臨床工学技士 1 名、研修医 3名。そして師長、

手の役割になり人の話を聴く力を高める学

副師長、担当者を含めた 26 名でした。

習。相手の立場に立って相手が心地よさを
感じるような心遣いの意識を持って接する
ホスピタリティについて。そして自分がど
んな人間関係の中で生きていて、どんな関
係の中で成長してきたのか関連図で表現し
て発表する学習です。

研修は、ペアでコミュニケーションのあ
り方を学ぶ気づきの体験学習や、自分自身
の価値を見つめて自己を知る学習。6 人グ
ループになり社会人・組織の一員として目
標や課題を達成していく協働力、リーダー
シップについての学習。

どの学習も、自ら体験し振り返り、グルー
プメンバーと一緒に思いや気づきを分かち
合い次の体験につなげるというものです。
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研修のフィナーレは一緒に学んだグルー
プメンバー、一人ひとりにメッセージを書
いたプレゼントシートの交換です。読んで
思わず顔がほころぶ人、感動に涙ぐむ人、
じっと何度も読み返す人など、ひととき静
かで温かい雰囲気に包まれました。
研修生たちは、入職後半年経ち、職場の雰
囲気に少しは慣れたものの業務は先輩につ
いて学ぶ事がいっぱいで緊張の毎日です。
そんな中、日常の業務を離れてちょっと気
分を変えて、高塚先生ご自身の体験を交え
たユーモア溢れるそして深い話に引き込ま
れホスピタリティやコミュニケーションに
ついて学ぶと共に温泉でリフレッシュでき
た2日間となったようです。

●相手の気持ちを受け止めること●
研修前は、自分は人の話を聴き相手
の思いなどを汲み取っていると思って
いた。しかし、実際は相手の伝えたい本
音の部分を聞き取れていたのか疑問に
感じると同時に、勝手に自分の中で解
釈し聞いたつもりになっていたのでは
ないかということに気づいた。人の気
持ちや考えに同意することが相手を理
解するということでもないし、考えや
気持ちを分かってもらうことは、他者
からその気持ちを同意してもらうこと
ではないと学んだ。気持ちを聞くこと
は、まずは相手の気持ちや考えを受け
止めていくことが大切だと感じた。

●聴くことの重要性を学びました●
印 象 的 だ っ た の は「聞 く」と「聴 く」
の 違 い。
「聞 く」は 門 の 中 に 耳、
「聴 く」
は耳と十四一心から漢字が成り立って
いるということ。話を聞くではなく聴
くことができるように意識していきた

参加者の感想

いと思う。病院という 1 つの集団で共

●まず自分を知ることから●

き、挨拶をするまた会釈をすることは

こんなにじっくり自分のことを考え
たことはなく、このプログラムを通し
自分を見つめ直すことができたかなと
思う。資料の『自分を知ることで、違い
を持った人も受け容れることができる
ようになる』という一文がとても印象
に残っている。これからも、たまには自

に働いているスタッフとすれ違うと
とても大切なことだ。こんな些細なこ
とでもするとしないでは人間関係が大
きく異なってくると思う。挨拶をする
ことはコミュニケーションを取る上で
当たり前のことだと思うし、
「ありがと
うございます」
「すいません」など、しっ
かり言える人になりたいと思った。

分がどういう人間なのか考える機会を
もっていこうと思った。
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救急看護認定看護師
資格を取得しました。
救急外来副看護師長 救急看護認定看護師

田中 聡恵

救急医療との関わり
私は、看護師になって今年で24年目になりま

通い続けるというものでした。間違いなく大変な

すが 、その 中 の 1 6 年 間 を 、救 急 病 棟・I C U

日々ではありましたが、
いろんな意味で充実した

（intensive care unit）
・救急外来と、
まさに

10ヶ月間だったと言えます。その甲斐もあって、

「救急医療」
に携わってきました。
もともと好きな

無事学校を修了・試験合格し、平成25年7月に

分野ではありましたが、救急領域の専門的な知

「救急看護認定看護師」
となることが出来たの

識・技術をもっと習得しようと、ACLS（二次救

です。
もちろん家族・友人をはじめ職場の理解な

命処置）
・JNTEC（外傷初期看護）
・災害研修を

ど、背中を押してくださった方々のおかげで、今

はじめ、FCCS（Fundamental critical care

の自分があると心から感謝しています。

support）
コースなどの重症集中ケアに関する
コースを学びました。救急看護認定看護師への
道を選んだ大きなきっかけは、2年前の東日本
大震災です。実は阪神淡路大震災の時も救護斑
として出動した経験があったのですが、東日本
大震災でも鳥取市の救護班の一員とし出動さ
せていただき、原発事故のあった福島県入りを
しました。被災地の方々は、
ご自身が非常に辛い
状況であるにもかかわらず、
「鳥取から…そんな
遠くから我々のために来てくれて…本当にあり
がとう」
「原発事故があったから、誰ももう来てく

院内ICLSコース

れないし、それでもまだいてくれたんだ。あなた
方に幸あれ。」など、優しく、
もったいない言葉を

救急看護認定看護師としての役割

かけていただきました。被災者の方々の前向き

救急看護認定看護師は、地域・社会の救急医

な姿と、多くの医療関係者やボランティアの方々

療ニーズに応えて、救命技術をはじめ危機的状

が、
自分たちの生活・時間を削ってまでも被災者

況にある患者および家族への精神面の看護に

のケアを行っている姿をみて
「自分に、今出来る

いたる、幅広い救急看護領域の知識や技術に熟

事」
「これからの自分に出来る事」を考えさせら

達し、的確な判断にもとづいた確実な救命技術

れた、一生忘れられない出来事でした。

の実践・指導・相談ができることを主な目的とし
て、1995年に設定されました。現在、全国で

救急認定看護師資格取得
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824名、鳥取県では6名が認定を受けています。

そして一念発起、
これこそが私の歩む道だと

救急医療ニーズのますますの高まりの中で、救

確信し、資格取得を決意したのです。救急看護

急看護の実践と質の向上に向けての取り組み

認定資格取得の道のりは、10ヶ月の間、勤務

が、各施設で行なわれています。私は、チーム医

を続けながら、週に2〜3日間、大阪の学校に

療の中で、救急看護の「実践・指導・相談」等ス

タッフの役割モデルとなることが自分の使命だ

の協力を求めていく予定です。

と考えています。救急医療の質の向上・維持のた
めに、チーム医療の標準化に向けた院内BLS
（一次救命処置）
コースの開催、
これは看護師だ
けではなく、医療事務やコメディカルスタッフを
も対象として開催しており、
また、看護部中心と
した救急看護勉強会、呼吸療法チームによる院
内研修会を定期的に開催しており、今後も継続
していく予定です。
タブレット端末を用いたトリアージ

今後の展望
現在の自分の役割は、看護師スタッフが「急変
を予測し、急変させない」看護を実践できるよう
に、救急看護の質の向上に向けて、一人でも多く
のキャリアナースを育成することだと考えていま
す。
また当院は、地域との連携を重要視しており、
院内BLS講習

自施設だけではなくプレホスピタルにかかわる消
防・救急隊の方々とも協働して、地域の医療連携
を強化し、地域住民の救急医療ニーズに応える

院内トリアージ

という役割を担っています。今後は、学校・町内

2011年より院内トリアージ導入に向けて救

会など地域へも赴き、親子教室などの救命技術

急ワーキンググループを結成して、研修をかさね

指導を積極的に行っていきたいと考えています。

てきた結果、2012年5月より、
タブレット端末を

救急医療は、年齢や疾患、緊急性の高い低い

適 切に使用して、J TA S：J a p a n Tr i a g e &

を問わず、災害医療などいろいろな場面において

Acuity Scaleに準処した院内トリアージの導入

初期の段階で実施される医療です。
このような

が実現しました。
当院のように一次から三次（に

救急現場で働く看護師には、的確な知識と技術

近い）
までの患者を幅広く受け入れる施設では、

が必要であり、同時に、患者に起こっている状況

緊急度、重症度を見極め、治療やケアなどの優

に対応しながら、原因を探りアセスメントする能

先順位を判断する能力が重要です。今年度から

力が必要となってきます。
このような対応と原因

は、
トリアージ事例の事後検証の実施、評価を行

究明を同時に進めていくという時間との勝負の

ない、
アンダートリアージのみスタッフにフィード

中、救急医療ニーズに応え、迅速かつ、確実な救

バックして、
トリアージの具体的根拠を指導して

命技術の実施、危機的状態にある患者・家族へ

いています。
このように検証することによって、
ト

の精神面の援助を実践できるように、活動してい

リアージナースの質の維持向上と、
フィジカルア

きたいと考えています。

セスメント能力の向上につながり、看護へ生かさ
れていくのです。現在は、私と4名の副看護師長
が事後検証をおこなっていますが、今後は、医師
を含めた事後検証会を開催できるよう、医師へ
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チ ー ム 医 療

栄養サポートチームの
紹介
はじめに

NST専門療法士
診療外来看護師長

土橋

操

鳥取市立病院NSTのあゆみ

栄養サポートチーム：Nutrition Support

当院のNSTは平成17年8月に発足しました

Teamの頭文字をとってNSTと呼びます。NST

が、
当時は委員に任命された医師・看護師・薬剤

は医師・薬剤師・栄養士・看護師・臨床検査技

師・検査技師・言語聴覚士・看護師十数名のほ

師など多職種が知恵と労力を持ち寄り、個々の

とんどが「NSTってなに？」
のレベルでした。従っ

患者の栄養改善に向けて支援するチーム活動

てまずは栄養療法の基礎とNSTの組織造りを

です。

学ぶ勉強会から始めました。近隣の医療機関で

生体は心臓を動かす、呼吸するなど生存のた

既にNSTを稼動していた鳥取赤十字病院の見

めに絶えずエネルギーを消費しています。生体の

学、
またこの分野に詳しい医師を講師に栄養評

主なエネルギー源であるブドウ糖は肝臓にグリ

価の勉強会など、栄養サポートとは何をすること

コーゲンとして蓄えられていますが、12時間程

なのかを勉強しました。活動を始めて4か月、頚

度の絶食で使い果たされてしまいます。
さらに飢

椎骨折後に飲み込みが困難となり、体重が10

餓状態が続けば生体は筋肉や脂肪を分解して

㎏近く減ってしまった60歳代の男性に対してご

エネルギーに代え、代謝を低下させて飢餓に耐

本人の了解と協力を得て、経鼻胃管を挿入して

えようとします。
しかし、感染症や手術など侵襲

栄養剤を注入しながら嚥下訓練をしました。言

が加わった状態では、代謝は亢進し、傷ついた

語聴覚士と病棟看護師が協力して1か月余りご

組織を修復するために健康な状態より一層飢

本人も根気良く訓練した結果、最終的に、から

餓に耐えることが難しくなります。
この時期に適

揚げも食べられるほどまでに、咀嚼嚥下機能を

切な栄養療法が実施されなければ手術や外傷・

回復されて退院されたのです。平成18年摂食嚥

褥瘡などの創傷治癒の遅れ、手術後合併症の増

下リハビリテーション学会で発表した印象深い

加、免疫力の低下による感染症の増加、筋力低

症例です。

下によるADLの低下を招き、入院期間の延長・
死亡率の上昇を引き起こし更には医療費の増
大につながることになるのです。栄養状態が良
好な群に比べ栄養不良群は入院期間も合併症
発症率もおよそ2倍になるという報告もありま
す。
「 栄養は最善の抗菌剤である」
「 万病に効く
薬はないが、栄養は万病に効く」
とも言われてお
り、栄養状態が悪いと治る病気も治らないのは
周知のことです。
ランチョンミーティングの様子
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平成23年3月に電子カルテのバージョンアッ

でもあります。経口摂取できない場合に、安定的

プで各職種のコメントが一覧できるように回診

に栄養を補給する方法として2000年代から胃

録が整備され、多職種の意見をもとに栄養療法

瘻が一般的になっていました。当院でも経口摂

の提案がより効率的にできるようになりました。

取は危険と評価したお年寄りに対して胃瘻を提

稼動当初年間34例だった介症例数は、平成24

案して、2010年頃までは年間100件余り胃瘻

年度263例となりました
（図1）。毎週木曜日のお

造設を行っていました。2011年、田中紀章名誉

昼休みを利用して集まり平均20例程度のカン

院長により地域支援緩和病床が開設され、
「食

ファレンスをしています。

べられない㲈胃瘻」の思考を疑問視されました。
これをきっかけに地 域 支 援・緩 和 病 床 では
R S T 、感 染 、褥 瘡 、N S Tなど多 職 種チームで
AHN（artiﬁcial hydration and nutrition 人
工的水分・栄養補給法）
をどうするかを含めたお
年寄りの意思決定支援について学習を始め、実
践に生かしていきました。そしてご家族とよく話
して、
ご本人が何を望むかを推察し、必要エネル
ギーに満たなくても食べたいものを少しずつ口

図1

NST介入症例年度比較

にするという選択肢で退院となるケースがでて
きました。経口摂取ができなくても帰所できる施

現在NSTは外科山村医師をチェアマンに医

設が増えたこともあり、年間100件以上の胃瘻

師2名、歯科医師2名、歯科衛生士1名、管理栄

造設件数が2011年からは60件余りに減少し

養士2名、薬剤師2名、臨床検査技師2名、言語

ています
（図2）。

聴覚士2名、看護師10名の25名で組織してい
ます。平成23年度には、NST活動を認めていた
だき1名の管理栄養士が専従となり、活動の中
心となっています。

今後のNST
NSTは多職種協働で栄養補給法を検討して
いきますが、
ともすれば「どんな栄養剤をどれだ
け使用するか」
を焦点化してしまいがちですが、
当院のNSTは幸いなことに発足当時から言語
聴覚士がメンバーであり、
まず「どうすれば食べ
られるようになるか」を中心に考えてきました。
入院時は嚥下機能が低下して経口摂取不能で
も、栄養療法を含めた急性期の治療が奏功し
て、その後のリハビリで経口摂取が可能になる
ケースは多いのです。
しかしながら、お年寄りが徐々に口から食べ

図2 当院の胃瘻手術件数年度比較

鳥取県は全国より10年早く少子高齢多死社
会が到来し、
当院でもこの10年で入院患者の平
均年齢が10歳高くなっています。急性期治療の
栄養管理を学ぶ一方で、地域支援・緩和病床の
チームとして、人生の集大成にその人にとっての
最善を探るケアのお手伝いができるよう今後も
支援を続けたいと思います。

ることができなくなることは言わば自然の摂理
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●

予 防

●

インフルエンザ流行時期を
迎える前に

医
医療安全対策室
感染管理認定看護師
感染管

〜感染管理認定看護師

岩田 知子

（ICN：Infection control nurse）
の視点から〜

はじめに 〜 ICN資格取得まで〜
現在私は、医療安全対策室に所属して院内の
感染対策を推進する役割を担当しています。

定看護師の資格を取得後、感染対策を担当してみ
て改めて実感したのは「標準予防策の重要性」で

私がこの世界に飛び込んだきっかけは、就職後

す。感染対策に有効とされる医療機器や個人防護

に配属された外科病棟、その後の集中治療室での

具を使用しているだけで感染を防止できるのでは

経験でした。
「病気を治したい」
という一心で医療

なく、一人一人の正しい知識と実践が重要です。

機関を訪れる患者さんやご家族に、当然ながら医

感染症と診断された患者さんのみを対象に対策

療従事者は最大限応えようとします。しかしそこに

を強化する、処置用手袋を漫然と装着したまま患

は、人間が行う事の限界や、予期しない事象の発

者さんや環境に触る、このような風土がある職場

生という側面があり、その一つが「微生物による感

では防止可能な感染も防ぐことができません。感

染」なのですが、ちょうど看護師歴10年目を迎え

染症への単なる恐怖や知識不足は、過度に対策

た頃でした。
「果たして、ここで起こった感染は防ぐ

を行ってしまうだけでなく、本来あるべき対策が実

ことができなかったのか、私たちの感染対策は正

施されない恐れがあるからです。
「標準予防策」
と

しいのか」など感染に関する様々な疑問を持つよ

は1996年に米国疾病対策センタ―が提唱した、

うになったのです。もちろん侵襲的な治療を優先

世界各国で実施されている予防策であり、その言

せざるを得ないハイリスクな状況、あるいは免疫

葉を知っている医療従事者は多いと思いますが、

力低下患者の日和見感染など、医療従事者が精

果たして正しく実践できているでしょうか。

一杯の努力をしても防ぐことができない感染もあ

標準予防策とは

るとは思いますが、それらを勘案して可能な限り
の手立てを尽くしたいという思いが日に日に強く

すべての人の

なり、感染対策の道に足を踏み入れました。

① 血液
② 体液（分泌物、排泄物）
③ 粘膜
④ 損傷した皮膚
を感染性のある物質として対応するという原則に
基づき、感染が確定している(または疑う)かどう
かに関わらず、いかなる医療現場においても全て
の患者に適応される感染予防策

私は「全職員が標準予防策を理解して実践して
いる病院」
こそのみが、感染対策を実践している、

職員全員で標準予防策！
2008年に日本看護協会の定める感染管理認
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と言えると考えます。そういった意味で胸をはって
自慢できる鳥取市立病院にしたいと思います。

まもなくインフルエンザの季節を
迎えます
さて、毎年のことではありますが、秋冬という
季節が巡り流行時期がやってくる以上、私達は、

②うつらない
インフルエンザと診断または疑いのある患
者に接触する際に、非感染者が飛沫を受け
ることをできるだけ防ぐ為に使用します。

繰り返しインフルエンザ対策を施す必要があり
ます。医療機関のみならず、職場、地域、ご家庭

２）どのように（方法）

と、立場や環境が変わっても基本的なポイント

①正しく装着する

は至ってシンプルです。

サージカルマスクは肌との間に隙間なく装

①体調管理：バランス良い食事、十分な睡眠

着して、飛沫を出さない、吸い込まないこと

②インフルエンザワクチン接種：ご家族で

が重要です。
（図 2）

③手洗い、うがい
・・・そしてかかってしまったら

鼻・口、
そして
顎下まで覆う

④咳エチケット
⑤十分な休養：無理して出勤（登校）しない
＊医療機関受診時にも周囲への配慮を忘れずに。

インフルエンザは、患者の咳やくしゃみに含ま

図2：サージカルマスク正しい装着

れるウイルスを吸い込むことによる「飛沫感染」
及びウイルスが付着した手で口や鼻に触れるこ

②使用後は速やかに廃棄する

とによる「接触感染」により感染が起こります。イ

サージカルマスクの表面には、病原体が付

ンフルエンザ対策においても、診断前から実施

着しています。使用したマスクをポケットに入

する標準予防策が重要であり、それは手指衛

れたり、机の上に置いて保管する事はご自身

生、咳エチケットです。皆さまは咳エチケットの

または環境に微生物を広げる危険性があり

方法の一つ、医療現場で使用されているサージ

ますので、使用後は速やかに廃棄します。
「単

カルマスクを正しく使っていますか。

にマスクを装着すれば感染を防ぐことができ
る」のではなく、漫然と使用すれば逆に感染

サージカルマスクを正しく使用する
１）サージカルマスクを使用する目的
①うつさない（咳エチケット）
サージカルマスクの最大の使用目的は、病

の恐れがあるため、標準予防策の考え方に
沿って正しく使用することが重要なのです。

まとめ

原体を含んだ飛沫を周りに広げないことです。

「感染症が怖いのではなく、感染対策を知ら

呼吸器症状がある場合には感染の有無に関

ないことが怖いのである。医療従事者として正し

わらず予め装着する事がポイントです。
（図１）

い知識を持って行動したい。」これは、当院のリ
ンクスタッフの言葉です。私は、このように考えら
れる職員が一人でも多くなる事、可能な限り「感
染」が患者さんの治療の妨げにならない事を望
みます。また、感染対策は特別に行う事ではあり
ません。周りの人のために、そして自身のために、
マナーのごとく、当たり前に感染対策を実施でき

図1：咳エチケット

る、そんな病院にするのが私の夢です。
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臨床工学室の紹介
〜医療機器の安全使用を目指して〜

臨床工学技士

藤原 弘昌

近年、医用工学の発展により様々な医療機器が医療現場で使用されるようになりました。
そのような
中で医療機器に関する専門職の必要性が認められ、昭和63年に臨床工学技士法公布、翌年に臨床工
学技士が誕生し今年で25年となりました。臨床工学技士はME（Medical Engineer）
と呼ばれ、医師、
看護師などと共に医療技術者として院内で働いています。臨床工学技士の業務は、“医師の指示により、
生命維持装置の操作及び保守点検を行う事を業とする”と規定されています。
私たちは医療機器に関連する専門医療職として人工透析室、集中治療室、血管撮影室、医療機器管
理室などでチーム医療の一員として主に機器の操作や管理に携わっています。主な業務は以下の通り
で、医療機器の保守管理から生命維持装置等の操作に至るまで、
その業務は広範囲にわたっています。

血液浄化
関連業務

ペースメーカー
関連業務

生命維持装置
操作・管理

心臓カテーテル
関連業務

医療機器
保守管理

平成19年度には薬事法一部改正に伴い、
医療機関に対して“医療機器の適切で安全な使用を目的とし
た取組みの実施”が義務付けられました。
その中で、
幾つかの医療機器については点検や研修会の開催が
必須となるなど、
今後、
さらに高度化し多用される医療機器の安全使用について、
臨床工学技士に求めら
れる役割やその重要性はより一層高まってきており、
私たちの使命を考えると身の引き締まる思いです。
当院では、臨床工学技士が医療機器安全管理者として、医療機器を何時でも整備された状態で安全
に使用できるよう、保守点検を確実に行い、不具合による事故が起きることのないよう、
その安全性確保
に努めています。

◆医療従事者への医療機器安全使用に関する研修会

29件

◆医療機器日常点検および定期点検

24機種245台、
のべ4530件

◆医療機器の集中管理（ME機器管理室）

11機種75台

医療機器の中央管理
（ME機器管理室）

専用テスターによる輸液ポンプ精度点検
人工透析療法における
機器操作・管理の様子
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Rehabilitation

がんのリハビリテーション
〜早期から終末期まで〜
リハビリテーション部
作業療法士長

がんのリハビリテーションとは

國田 明子

2006年6月に制定された
「がん対策基本法」
（図1）
では、基本的施策の一つとして、“がん患者の療養
生活の質の維持向上”が挙げられています。
「療養生活の質の維持向上」
には、
できるかぎりその人らしく

がん対策基本法（2006年6月制定）

（図１）

日々の生活が営み続けられることが大切で、そ
のためには、毎日の生活を行っていくのに必要

＜概要＞

な身体活動や動作能力を保つことがポイントの

がん対策のための国、地方公共団体等の責務を明確に
し、基本的施策、対策の推進に関する計画と厚生労働省
にがん対策推進協議会を置くことを定めた法律

一つとなります。
そこで、
リハビリテーションが重
要となります。
がんのリハビリテーションと他の病気やけが

＜基本的施策＞
1．
がんの予防及び早期発見の推進
がんの予防の推進
がん検診の質の向上等
2．
がん医療の均てん化の促進等
専門的な知識及び技能を有する医師・医療従事者
の育成
医療機関の整備等
がん患者の療養生活の質の維持向上
3．研究の推進等

の場合のリハビリテーションで、その基本的な
内容が大きく変わるわけではありませんが、
がん
の病状経過にともないリハビリテーションの内
容にも配慮が必要となります
（図2）。
そのため、
厚生労働省は、
がんのリハビリテーションスタッ
フの育成を目的として、がん診療連携拠点病院
を対象に施設ごとに4名のグループで参加する

がんのリハビリテーション研修ワークショップを2007年度から開始しています。
当院からも現在までに2グループ
（2012年度は医師・看護師・理学療法士・作業療法士、2013年度
は医師・看護師・理学療法士・言語聴覚士）
が参加しました。

がんのリハビリテーション
（図2）
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当院リハビリテーション部での取り組み
１．理学療法（PT）
がんの手術後の早期離床を図りながら、起居動作（起き上がり、立ち上がり動作など）
や歩行練習、下肢
（足）筋力訓練、耐久性、呼吸訓練などを行い、生活に必要な基本動作や体力の維持向上のためのリハビリ
テーションを行っています。
がんの維持期や緩和期には、患者・家族の要望を尊重しながら疼痛緩和や拘縮予
防の運動を病室で実施しています。
また、
自宅生活に向けて自宅環境の整備、福祉用具や環境整備のアドバイ
スや家族への介護指導を実施しています。
（図３）

当院ＰＴ,ＯＴ,STの取り組み
２．作業療法（OT）

（図3）

乳がん手術後の上肢
（腕）
の機能訓練を行い、
生活に必要な腕や手の動きが早期に回復でき
るようアプローチしています。
また、
他のがんにお
いても、
身の回り動作や生活動作を行うのに必
要な上肢運動機能や筋力、身体持久性の維持
向上のためのリハビリテーションを行っていま
す。
がんの維持期や緩和期には、患者・家族の要
望を尊重しながらPTとともに福祉用具や環境
整備などのアドバイスや家族指導を自宅生活に
向けて行い、拘縮予防や症状緩和などのリハビ
リテーションも病室で実施しています。
（図３）

３．言語聴覚療法（ST）
がんの影響による摂食・嚥下障害や構音障害などに対して、食事を摂るのに必要な飲み込みや口の周りの
動きの練習、発声の練習などを行うと同時に、食事を摂る際の姿勢の工夫や、障害の程度に応じた食物形態
の選択などを行っています。食事や会話ができることは毎日の生活にとって欠かせないことであり、
また、
日常
の大切な楽しみでもあるので、がんの緩和期においてもできるかぎり長くそれらが続けられるようリハビリ
テーションを行っています。
（図３）

４．
チームアプローチ
毎週金曜日に、緩和ケア病床を含む病棟である6東病棟でカンファレンスを行っています
（写真）。参加職種は、
病棟看護師・歯科医師または歯科衛生士・がん支援相談員・理学療法士・作業療法士・言語聴覚療法士です。
毎週
のカンファレンスでチームとして各専門職と情報を交換し、
共有することは、
それぞれの患者・家族のその時々の状
況変化に応じたリハビリテーションを行っていくことにつながっており、
その人らしい生活をより個別的、
多面的、
具
体的に支えていくために必要なリハビリテーションを考え、
実践していく上で欠かせないものとなっています。

５．今後の取り組み
より幅広くがんのリハビリテーションを行っていくため
に、今後もがんのリハビリテーション研修への参加を続け
ながら現在の取り組みをさらに深めていくとともに、
より早
期からの関わりとしての術前リハビリテーションの実施や、
他職種とのさらなる連携を図り、
「療養生活の質の維持向
上」
を支え、
その人らしい日々の生活の確実な支えとなるリ
カンファレンスの様子
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ハビリテーションの実践に努めていきたいと思います。

化学療法に関する相談から
〜医療費・副作用の脱毛〜
がん総合支援センター
支援相談員

廣山

恵

１ 医療費について
がんの治療で抗がん剤を使用する治療を化学療法と言います。抗がん剤の値段は他の病気の治療薬
と比較すると高価なものが多いのが現状です。
ただ保険が効く治療なので、支払いは原則70歳未満の
人は3割、70歳以上の人は１割負担となります。
そして1日から月末までの１ヶ月間にかかった自己負担
額が一定の金額を
（所得によって額が違います）
を超えると高額療養費制度の対象となります。
ここからは70歳未満で医療費が3割負担になる人について説明します。実際外来化学療法を受けて
いる3割負担の人で1日の治療費が20万円になる人があります。
この場合一旦20万円支払い、高額療
養費の手続きをして後（約３ヶ月後）
に自己負担限度額を超えた分が払い戻されるという方法と、事前に
加入している医療保険から
「限度額適用認定証」
の交付を受け病院の窓口に提示する事で、病院での支
払いが自己限度額で留まる方法とがあります。
さらに高額治療が続く場合自己負担額が引き下がる制度があります。
それは多数該当高額療養費と
いい、直近の12ヶ月間に、既に3回以上の高額療養費の支給を受けている場合、4回目の支払いから対
象となります。
高額療養費制度とは医療機関や薬局の窓口で支払った額が1ヶ月で一定額を超えた場合に、
その超
えた金額を支給する制度です。
負担の額は年齢、所得によって異なります。詳しくは加入している医療保
険（保険証に表示あり）
の担当者か病院等の相談窓口にお尋ねください。

２「脱毛」
について
外観の変化を伴う副作用として
「脱毛」
は男女、
年齢を問わず不安なことだと思います。
化学療法をする
人全員が抜けるというわけではありません。
薬によってはほぼ全員が抜けるものもあれば、
抜ける人、
抜け
ない人がある薬もありますし、全く抜けない薬もあります。
（頭全体に放射線を照射する治療を受けた人
は全員が脱毛します）
1）経過
抗がん剤投与から２〜３週間で髪の毛が抜け始めます。投与終了後１〜２ヶ月で発毛し，
その後８
〜１２ヶ月でショート程度に回復します。
（個人差があります）
2）なぜ抜けるのでしょう？
抗がん剤は細胞分裂が活発な細胞に強く影響します。毛母細胞（体毛の根っこにある細胞）
は細
胞分裂が非常に活発なため、抗がん剤の影響を受けやすいため脱毛が起こります。体毛の中でも髪
の毛は細胞分裂が活発な成長期にあり一番影響を受けやすいのですが、眉毛、
まつ毛、陰毛なども
抜けます。
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3）脱毛期のケアについて
＊無理に抜かないで下さい
（毛根が傷つき回復が遅れます）
＊抜けるときもシャンプーは毎日しましょう
＊シャンプーの時は爪を立てないで指の腹でゆっくり洗いましょう
＊シャンプーのお湯はぬるめにし，
シャンプー剤の洗い残しがないようにしましょう
＊治療中の頭皮マッサージ、
育毛剤使用は避けましょう
＊まつ毛が抜けている時は、
目にほこりが入るのを防ぐために、眼鏡を使用するのも一つの方法です
＊鼻毛が抜けている時は、
マスクを使用して乾燥やほこりを防ぎましょう
4）帽子、
かつらなど
脱毛がさかんな時からバンダナや肌に優しい帽子を使用する事で髪の毛が床や寝具につきにくく
します。外出時のかつらや帽子も外見的なカバーだけでなく、寒さや紫外線などから頭皮を保護する
事になります。
5）タオル帽子

当院では脱毛の時期に使っていただく帽子として
「岩手ホスピスの会」
から始まったタオル帽子を
作成しています。近年は「岩手ホスピスの会」からも完成品を送っていただいています。
タオル地で
作ったので肌に優しく、
自宅でのリラックスした時間とか外来化学療法の点滴の時間などに利用して
いただいています。
「陽だまりサロン」
で試着していただき、
ご希望の方にお渡ししています。
自分で作
られる人には型紙も準備しています。
尚
「陽だまりサロン」
にはタオル帽子だけでなく、
かつらの見本、
パンフレットなどおいています。気軽に
お立ち寄りください。
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薬剤部の業務紹介

病棟配薬カートへの
薬剤セット
■きっかけ

薬剤部 薬剤業務室長

福田 彰則

■看護部との調整

当院薬剤部では、平成15年より病棟配薬

当初は1つの病棟からのスタートではあり

カートへ定期処方薬（1週間分処方）の薬剤

ましたが、薬剤師がその業務に関わったこと

セットを行っています。始めるきっかけとなっ

で、看護部から非常に高い評価をいただき、

たのは、外来の院外処方への全面移行によ

次々とその病棟が増えて行きました。現在で

り、外来調剤に携わっていた時間を薬剤管理

は8病棟のうち、定期処方薬がほとんど処方

指導業務の質的・量的充実にあてる以外に新

されない2病棟を除く、6病棟で配薬カートへ

たな業務を見出す必要性があると考え、看護

の薬剤セットを薬剤師が行っています。

部との話し合いの場を持ったことでした。

業務開始にあたって看護部と入念な打ち
合わせを行う中、
どこで薬剤セットを行うの
かという問題が上がりました。方法の一つと
して、
ナースステーションで行うことも考えま
したが、薬剤師を効率よく薬剤管理指導業
務に従事させるためには、配薬カートを薬剤
部に搬送し、調剤担当の薬剤師が薬剤セッ
トを行うことが現実的であるということで決
まりました。
また、表1のように各病棟定期処方薬の処

配薬カートの全体像（1病棟分）

方曜日に合わせてセットを行っています。

そして、看護師のニーズが高く、且つ、薬剤
師が関わることで効果的なものは何かという
視点で考える中、
配薬カートセットにおける問
題点の存在を聞くことになりました。
それは、
定期処方薬の薬剤セットを行うのに時間がか

表1.定期処方薬の処方曜日（セット曜日）
曜 日

病

棟

火曜日

3東病棟・4東病棟・4西病棟

看護師では既に配薬カートにセットされてい

水曜日

2東病棟・5東病棟・6東病棟

る薬との同効薬の重複などをチェックすること

木曜日

5西病棟・6西病棟

かり、
本来の看護業務に影響を与えかねない、

が難しいなど、
現場の看護師からの声でした。
今日では、
病院内の
〝すべての薬に薬剤師が
責任を持つ〟
という考えが一般的となっていま

※2東病棟（ＨＣＵ）
、3東病棟（主に産婦人科）では
薬剤師の配薬カートセットは除外

すが、調剤および薬剤管理指導以外の場面で
〝薬剤師が薬に責任を持つ〟
という体制づくり
の先駆け的な業務であったように思います。
40

■配薬カートへの薬剤セットと注意事項

も一緒に入れることにしており、そこで、前回
の定期処方薬や臨時処方薬との内容確認を
行うことで同効薬などの重複投与もチェック
します。
さらに、服用方法を厳守しなければならな
い薬、例えば、ボグリボースなどでは、写真②、
③のように包装に赤線を引くこと、赤線を引い
た包装は一番前にセットすることで配薬する

薬剤のセット風景

看護師と患者さまに注意を促し、服用方法遵
守に努めています。
また、本年５月より各病棟担当薬剤師へＰ
ＨＳを配布することにより、セットの際に確認
したい事があれば、直接病棟担当薬剤師に聞
くことができ、ナースステーションの看護師に
電話の取りつぎをお願いすることもなくなりま
した。

写真①：薬剤とともにその処方箋も一緒にセット

■薬剤師のリスクマネージメント
効果を最大限に発揮するために
入院処方の考え方として、入院初期は臨時
処方で対応し、定期的な服用が必要となった
場合には、臨時処方から定期処方へ切り替え
るという方法をとっています。そのため、臨時
処方のまま指示が継続されてしまうと、配薬
写真②：包装に赤線を引き用法遵守を強調

カートへの薬剤セット件数が少なくなり、薬剤
師のリスクマネージメント効果および看護業
務軽減の効果は十分なものとは言えなくなっ
てしまいます。
そこで、病棟担当薬剤師が、臨時処方から
定期処方への移行状況、定期処方のオーダー
状況等を確認することで定期処方を増やすよ
うに努めています。

写真③：用法遵守の包装を手前にセット、配薬時
それが上になるように配薬

配薬カートへのセットに先立ち、処方箋指

当院ではまだ、病棟薬剤業務実施加算の算

示に基づく一次鑑査を行います。そして、セッ

定は行っていませんが、マンパワーの確保が

ト直前に他の薬剤師による二次鑑査が行わ

可能となり、実施加算を算定するようになれ

れ、その薬剤師が配薬カートへ薬剤をセット

ば、持参薬や臨時処方の一部についても配薬

するという手順で行っています。

カートへの薬剤セットを考慮すべきかと考え

次にセットするときの注意点をいくつか紹
介します。まず、配薬カート内には薬だけでは
なく、写真①のようにセットされた薬の処方箋
41

■今後の課題

ています。

栄 養 相 談

ちょい足し料理で男子力ＵＰ！
！
「男子厨房に入らず」
も今は昔。
最近では積極的に料理をする男性がどんどん増えています。
単身赴任をしている方、現役引退後に料理を始めたい方、大切な人のために料理を作って
あげたい方、食事療法の第１歩として…、料理に対する興味はあるけど
なかなか実践できずにいる方も多いかと思います。
そこで、
まずはいつもの簡単メニューにちょっとひと工夫してみてください。
栄養価のアップした、
できる男の料理に大変身します。
是非おためしください。

トースト♪チーズアレンジ
彩りピザトースト

ねぎしらすチーズトースト

＜材料（1人分）
＞

＜材料（1 人分）
＞

食パン··························１枚

食パン···················１枚

とろけるチーズ············１枚

とろけるチーズ·····１枚

ピーマン·················１/４個

しらす···················適量

たまねぎ······················ 少々

マヨネーズ···· 大さじ１

トマト ·····················１/２個

ねぎ······················適量

ケチャップ ··················· 少々

きざみのり··········· 少々

＜作り方＞

＜作り方＞

①野菜を薄くスライスする。

①食パンにマヨネーズを薄く塗り広げ、
しらす
ときざみねぎを乗せる。

②食パンにケチャップを薄く塗り広げ、
①を乗
せる。
その上にチーズを乗せてトースターで
焼く。

②その上にチーズを乗せてトースターで焼き、
のりを飾る。

インスタントラーメン♪野菜あんかけ
＜材料（1人分）＞

＜作り方＞

袋ラーメン
（塩）················ 1 袋

①野菜は食べやすい大きさに切り、
えびは塩水でさっと洗う。

むきえび（冷凍）······· 5 〜 6 尾
キャベツ····························· 1 枚

②フライパンを熱しゴマ油を入れえびを炒める。火が通っ
たら水を加え沸騰させる。

にんじん·····························20g

③野菜としめじ・コーンを加え煮立たせる。

たまねぎ·····························30g

④火を止め、
スープの素と少量の水で溶いたかたくり粉を
混ぜ再び火をつけ中火でと
ろみがつくまで混ぜる。

しめじ ·································20g
コーン缶···························· 適量
水 ···································· 250 ㎖
かたくり粉············ 大さじ 1/2
ごま油 ································ 適量

⑤麺は３分ゆでてザルにあげ、
少量のゴマ油を入れ麺をほ
ぐし皿にのせる。
⑥❹のあんをかけたら出来上
がり♪
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第37回

日本死の臨床研究会
年次大会のご案内

地域医療総合支援センター長

足立

誠司

広報誌「白秋号」発行にあたり、年次大会のご案内をさせて頂きます。

テーマ：いのちをつなぐ

"神秘の国

出雲から考える"

11月2日（土）〜11月3日（日）

日

時：2013年

会

（島根県立産業交流会館）
場：くにびきメッセ

大会HP： http://www.matsue-cityhospital.jp/jard37/outline.html

安部大会長挨拶
第37回年次大会まで残すところ約1ヶ月あまりとなりました。皆様、事前登録
はおすみでしょうか？組織委員会、実行委員会におきましても、参加者の方々に
実りある研究会となりますようにと最後の準備に追われているところです。
さて、今回の大会は
「いのちをつなぐ」
というテーマのもと準備を進めて参りま
した。東北の未曾有の災害から2年あまり、私たちにできること？しなければなら
ないこと…「いのちの大切さを伝えていくこと、
つないでいくこと」
ではないかと、石口大会長、足立実行委
員長、
そして大会に携わってくれるスタッフと考えてきました。
この度の松江大会は、
「家族の中で」
「地域
の中で」、
そして
「多職種連携の中で」
いのちをつなぎ、
その中のいのちを医学、看護ケア、
リハビリ、食事、
音楽、
そしてボランティアさんをはじめ関わっていただく大勢の方々でつないでいくことをテーマとしてい
ます。大会初日には、
まず「神話と医療のつながり」
を松江歴史館館長の藤岡大拙さんにお話しいただ
き、大会の最後は
「いのちの旅先」
として徳永進さんに締めくくっていただく予定にしています。今回、演題
募集の件では本当に皆様にご心配をおかけいたしました。
しかし240題あまりの演題が集まり、
ご尽力
いただきました皆様への感謝の念がつきません。松江大会でもポスター演題を充実させるために2日間
継続して掲示し、座長をたてて、十分な討議ができるようにしていただく予定です。会期中、実りある討論
やご発表をよろしくお願いいたします。
また、大会期間中はボランティアの方々によるアロマセラピー・ハ
ンドマッサージ、
ティーサービスなど暖かなおもてなしで皆さんをお迎えできればと考えております。
さら
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に
「癒しの空間」
においては、
日頃の疲れを少しでも忘
れ、穏やかな音楽に身を委ねていただこうと企画いた
しました。何より11月の出雲は“旧暦の神在り月”です。
60年ぶりの新居の中で、神々が集い一年間の総括と
今後の方針等が、語られていることでしょう。
そんな山
陰のスピリチャルな秋、皆様と共に学び語らい、
「いの
ちのつながり」
を深めていただきますことを祈念いたし
ております。松江でお会いできますことをスタッフ一同
心より楽しみにしております。

おわりに
2年前に年次大会の実行委員長をお引き受けした
関係で、今年4月の私の異動に伴い、大会事務局も鳥
取市立病院へ移動して頂きました。異動に関連し、昨
年中から事務局をはじめ、病院関係者の方々に大変
なお力添えを頂きましたことをこの場をかりて厚く御

大会ポスター

礼申し上げるとともに感謝致します。
当院運営責任者
13名と当日スタッフ46名にご協力いただき大会運営を行います。松江事務局と鳥取事務局が一致団結
し、盛会に開催できればと願っています。
また、大会1日目の懇親会では鳥取しゃんしゃん傘踊りを披露
しますので、
こちらの応援もよろしくお願い致します。

一緒に“いのちをつなぐ”ことを考えてみませんか
皆様のご参加をお待ちしております
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編 集 後 記

今年度より発刊された広報誌は早いものでもう3刊目となる。
今年は、春から一気に夏になったかと思うと、夏から秋にかけて、全国的に
・・・・

記録的なという言葉が際立ってみられた。記録的な猛暑、数十年に1度経験
するような記録的な豪雨、甚大な被害をもたらした竜巻の発生など自然界の
猛威に驚き、恐れをなさずにはいられない。9月4日には大雨警報が鳥取市に
発令され、
当院の横を流れる大路川も避難判断水位になるなどしたため、早
朝から院内に災害対策本部を設けて危機に備えた。
翻って今年度当院においては、
良い意味での記録的な変化が起きているこ
とを実感する。清水先生の病院事業管理者就任、竹内看護部長の副院長就
任、休止していた循環器内科の再稼働、総合診療科と地域医療総合支援セン
ターの充実、脊椎脊髄センターの開設など枚挙にいとまがない。
新しい血管撮影装置も１０月中旬に稼働し、総合診療科を主体とする地域
医療支援病棟を１０月より開設する。
また、地域医療支援病院の来年度の承
認取得に向けての活動も盛んに行っている。医師不足で不安を抱えていた時
・・・・

期を思うと、
今は記録的な成長を目前に、
身震いするような時期と思われる。
この白秋号は、
そんな私たちの熱い思いを感じ取っていただける仕上がり
になったのではないだろうか。
やがて訪れる厳しい冬も、春に向けてエネルギーを蓄えながら熱く過ごし
たい。

平成25年10月
副院長

松木

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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勉

各診療科医師の専門領域のご紹介
H25.10.1現在

診
療
科

医師名
谷水 將邦
久代 昌彦

内 谷口 英明
科 柴垣 広太郎

藤田

拓

武田 洋正
足立 誠司

専門分野
血液、
呼吸器
腎、
糖尿病
消化器
（肝、
胆、
膵）
消化器
（肝、
胆、
膵）
消化器
（肝、
胆、
膵）

松岡 孝至
庄司 啓介
懸樋 英一

整
形
外
科

循
環
器
内
科

糖尿病、
腎臓、
膠原病
神経内科

産
婦 長治
人 早田
科

安藤

小
児
科

消化器

矢野 英隆 休暇
享 精神腫瘍科
冠動脈インターベンション

山下

裕

大石 正博
外
科

カテーテルアブレーション

加藤

大

池田 秀明
水野 憲治

内分泌、
肥満、
糖尿病
心身症
（思春期外来）

赤塚 啓一

蔵増 亜希子
橘
皮
膚
科

増地

消化器
（食道・胃・大腸・肝・胆・膵）

白内障、
緑内障、
黄斑部疾患、
斜視、
小児眼科

（網膜硝子体手術／緑内障手術その他）

理人 眼科一般
裕

アトピー性皮膚炎
熱傷、
褥瘡

内藤 洋子 皮膚科悪性腫瘍
早田 俊司 尿路感染症

泌
尿
器
科

倉繁 拓志
西山 康弘

泌尿器悪性腫瘍
レーザー手術
神経因性膀胱
レーザー手術
画像診断
（CT／MRI／US／核／PET）

放
射
線
科

松木

勉 インターベンショナルラジオロジー
（IVR）
放射線治療

田邉 芳雄 画像診断
（CT／MRI／US／核／PET）
金田

呼吸器

祥 画像診断
（CT／MRI／US／核／PET）

浅雄 保宏

麻酔・集中治療
ペインクリニック、
救急、
蘇生

麻
酔
科

樋口 智康 麻酔・集中治療、
救急、
蘇生

消化器
（食道・胃・大腸）

耳
鼻

稲中 優子 耳鼻咽喉科全般

消化器
（食道・胃・大腸・肝・胆・膵）

病
理

小林 計太

消化器
（肝・胆・膵）
緩和ケア

呼吸器
消化管
（肝・胆・膵・食道・胃・大腸）

清水 貴志 麻酔・集中治療、
救急、
蘇生
那須

消化器
（食道・胃・大腸）

敬 麻酔、
集中治療
病理診断
細胞診断

成石 浩司 歯周・歯内療法学
歯
科

久保 克行

口腔ケア、
歯周病
医療・ケア支援歯科分野

脳血管障害
脳腫瘍
脳血管障害

吉岡 裕樹

（網膜硝子体手術／緑内障手術その他）

眼
科

小児科一般

脊椎脊髄疾患
脳
神
経
外
科

まり 産婦人科一般
網膜硝子体疾患、
黄斑疾患

小寺 正人 乳腺・甲状腺、
消化器
（胃・大腸）
山村 方夫

誠 婦人科腫瘍
裕 周産期、
婦人科腫瘍

循環器一般

木下 朋絵 内分泌、
肥満、
糖尿病
横山 浩己

膝関節外科

細川 満人 緑内障、
ぶどう膜炎、
斜視弱視、
神経眼科

ペーシング治療、
ペースメーカー移植

長石 純一

内視鏡外科

諒 整形外科一般

循環器内科
プライマリ・ケア

ボトックス
（痙縮、
斜頸、
眼瞼痙攣など）

田渕 真基

リウマチ

宇川

神経内科全般、
末梢神経疾患

森谷 尚人

重症外傷
人工関節外科

清水 健治 不妊症、
内分泌

松岡 孝至 不随意運動、
ジストニア

山根

横山 裕介

脊椎脊髄外科

緩和ケア

重政 千秋 内分泌、
甲状腺、
膠原病

タメ
ルン

門田 弘明

専門分野

プライマリ・ケア

本田 聡子 プライマリ・ケア

神
経
内
科

医師名
森下 嗣威

呼吸器 、
腫瘍内科
（肺がん）

エンド・オブ・ライフケア
総
合
診
療
科

診
療
科

消化器センター

谷口 英明、
柴垣 広太郎、
藤田 拓、
大石 正博、
加藤

脳腫瘍

脊椎脊髄センター 森下

神経内視鏡

緩和ケアセンター

大、
山村 方夫

嗣威、
赤塚 啓一

大石 正博、
足立 誠司

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

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

