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【地方公立病院が耳目を集める】
最近、新聞やテレビで“医療崩壊”が取り沙汰され

ます。地域の急性期医療を担ってきた病院から勤務医

が居なくなり、診療科が休止したり救急の受け入れが

出来なくなる事態を指します。医師を失った病院は経

営的にも行き詰り、廃止や委譲を余議なくされます。

今、地方の公立病院でこのような流れが加速していま

す。

公立病院は赤字経営が多く、医師の労働環境にお金

を掛けられないツケが回って来ています。もちろん医

師のやる気を保つのはそれだけではありません。激務

のなかで、感謝や苦情が大きなウエイトを占めるので

すが、公立病院はその面でもツケが回って来たと云え

ます。

崩壊が最も激しいのがお産と小児科救急です。しか

し更に深刻な事態が懸念されるのが一般救急です。昨

年末、姫路市で受け入れ先の無い吐血患者が死亡した

のはその前触れでした。行政は再発防止会議を開きま

すが、勤務医が減り救急病院が減る中では根本的な解

決策は見出せません。

このような状況の中、総務省が“公立病院改革ガイ

ドライン”で赤字病院を統合民営化する指針を示した

こと、並びに厚労省が急性期医療を大規模病院に集約

する診療報酬上の誘導を始めたことで、中小の規模が

多い地方公立病院の命運が社会問題として噴出する準

備が整ったといえます。

【公立病院の経営と存続】
地域公立病院は住民に必要な不採算医療を担ってお

り赤字構造です。総務省はそれを許さないとしていま

す。しかし国が“骨太の方針”で社会保障費を毎年

2,200億円減らし続け、自己負担増による受療抑制で

患者数が減り、診療報酬マイナス改定と相まって病院

収益を圧迫するなか、勤務医不足にまで見舞われては

総務省の要求する黒字化への道筋は見えません。

北播磨は人口の少ない割に、自治体毎に公立病院を

有します。このような環境では、ある病院が医師補充

と経営改善に成功すれば、隣街の病院は経営が圧迫さ

れるゼロサムゲームを強いられます。医療費抑制政策

が続く限り、全ての病院が揃って経営悪化することは

有っても、全部が仲良く経営改善するとは考えられま

せん。

わが街の自治体病院の赤字を市民はどのように思っ

ているのでしょうか。「病院職員も地方公務員である

なら赤字を垂れ流して市民に迷惑を掛けるな」という

意見は以前から聞きます。最近は、「一歩間違うと病

院崩壊に繋がりかねない勤務医の喪失を避けるために

は、あまり経営のことを言うのも逆効果だろう」とい

う意見も聞きます。

市立加西病院も赤字を計上しています。赤字の解消

には、医師を招聘して収入を増やすか、医療機器の購

入更新の中止や職員給与の減額で支出を減らすしか有

りません。しかし、医療装備のみすぼらしい病院や、

低い給与に見合った技量や士気しか持たない職員では

医師は去って行きます。結局、全ての職員が遣り甲斐

を持って医療でき、研鑽して能力を高める教育環境を

築くしか公立病院が残ってゆく途はないと思います。

【市民が加西病院を守る】
今、地域病院を守ろうという草の根運動が各地で起

こっています。「県立柏原病院の小児科を守る会」や

「市立西脇病院小児科を守る会」、あるいは勤務医負担

減のチラシを配った島根県益田市議会等です。地元公

立病院が市民にとってかけがえのない宝であるという

意識が草の根の運動を生みます。

加西病院も今、市民の支援を切実に必要としていま

す。病院を適切に利用する（加西病院が出来る手術で

他病院に行かない、かかりつけ医を持ち救急のコンビ

ニ化を避ける）、退院決定や入院付添に協力する、病

院に必要な資金は市から十全に繰出す、院内ボランテ

ィア活動や院外市民運動で病院を応援する、医療の結

果は本質的に不確実であるという真理を理解頂く、理

不尽な要求をしない、といった事柄です。

加西病院は、医師不足や財政事情で市民の要望を全

て満たすことは出来ないにしても、市民の期待に応え

信頼される医療を目指します。６月には第５回ホスピ

タルフェアを開催し、病院と市民相互の理解と共感を

育みました。私達は市民に愛され信頼される病院であ

ることによって市民の支援を受け、発展を続けたいと

願っています。

市立加西病院　院長　山　邊　　　裕　
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【はじめに】
医療を取巻く環境は、少子高齢化の進行、疾病構造

の変化、医学・医療技術の進歩等により大きく変化し、

また、市民の要望や健康への関心の高まり等にみられ

る意識の変化もあって、多様化・複雑化・重層化して

います。

一方、医療費の抑制、医療制度の改革等が進められ、

さらに臨床研修制度に端を発した勤務医不足もあって

自治体病院の経営は、平成18年度決算状況を見ると全

国の78%が赤字という結果になっています。

加西病院においても、医師の退職等が相次ぎ、眼科、

泌尿器科では常勤医がいない状況にあり、非常勤医師

の確保によって診療機能を保ってますが、機能の縮小

を余儀なくされ、今後、地域医療・救急医療の確保に

支障をきたしてくることが考えられます。

このような状況の中、病院あり方検討委員会からの

答申書が提示されました。この提示は、加西病院が避

けて通れない病院の理念、方針、必要性に係るところ

のものであると考えられ、その内容等について述べた

いと思います。

【病院あり方検討委員会の概要】
病院あり方検討委員会は、病院のあり方、経営改革

を図ることと地域医療を守ることを目的として設けら

れ、以下の３点について、協議・検討し提言・指導を

もらうこととしました。

１）北播磨地域における加西病院の位置づけとあり方

２）加西病院の経営改善・改革と経営形態の確立

３）加西病院の運営に関し必要と認められるもの

委員会のメンバーは、著名な４人の外部委員（全国

自治体病院協議会会長、総務省公立病院改革懇談会座

長、事業管理者、病院事務局長）と副市長、病院長の

６人で構成され、３回（平成19年11月16日、平成20年

１月17日、平成20年３月19日）の開催でありました。

加西病院は、地域の中核病院、臨床研修病院として

の取り組みについて高い評価をいただきました。病院

の経営面は、今後決して楽観できないが、公設公営

（現状維持の形）で持続可能な経営改善を行っていく

こと、北播磨の基幹病院としての役割を担っていき、

地域医療の提供を維持するようにとの指摘でした。

なお、課題として、医師確保の問題、経営改善として

の中期経営計画の策定、経営形態の見直し（地方公営

企業法の全部適用、人事や予算の権限を事業管理者に

与え経営の効率化）、医療環境の整備（医療のコンビ

ニ化、研修の充実等）等が提言されています。

答申の内容は、病院のホームページに議事録として

掲載していますのでご一読をお勧めします。

【おわりに】
時を同じくして、総務省から公立病院改革ガイドラ

インの指針が発表されました。１）経営の効率化　２）

再編・ネットワーク化　３）経営形態の見直しの３つ

の視点での病院経営の改革を促すもので、平成20年度

内に病院改革プランを策定するものです。この改革プ

ランでは、病院の果たす役割と一般会計負担の考え方

を明確化することになっています。

加西病院が、加西市唯一の急性期の総合機能を有す

る病院として存続し、市民・患者に適正な医療提供を

行い、持続可能な経営が出来るよう、あり方検討委員

会の答申書を真摯に受け止め、病院の理念・方針を今

一度、吟味することがこの時期ゆえに大切と考えてい

ます。

職員の士気や使命感は、働き甲斐のある職場でしか

生まれないし、その士気や使命感を鼓舞するのは、や

はり、市民・患者の病院への協力ではないでしょうか。

良好な患者―医療者パートナーシップを築き、「信頼

と思いやりの医療」「安全・良質・高度の医療」の提

供を目指し、市民・患者とともに病院は発展したいも

のだと考えています。

事務局長　古　角　隆　夫　
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【医療・看護の実態】
加西病院における平均在院日数は平成19年度16.7日

（平成15年度17.6日）、平均年齢65歳（57.9歳）、患者数

の内65歳以上の占める割合67.7％（53％）と、年々入

院日数が短縮され高齢化が進んでいます。このような

状況のなかで、看護の必要性が質的・量的にも求めら

れています。

“患者様中心で安全で良質な看護の提供”を理念と

している私たちは、できるだけ患者さんの気持ちに沿

うように努力しています。例えば入院で環境が変わっ

て不隠行動のある場合、規制すればより不安を増強さ

せることになりかねないので、そばでの見守りや話し

相手などをすることがありますが時間を要し（費やし）

他の患者さん対応へのジレンマを感じながら看護をし

ています。

先日「皆様の声」の中に『看護師の配置数が少ない。

特に夜間はもっと増員して欲しい』との意見がありま

した。夜勤帯の状況から見れば、看護師数をもっと増

やしたいのは病院としての痛切な思いでもあります。

しかし、絶対数を増やさなければ（１ベッドあたりの

看護師数は米国に比べると日本はわずか１/6以下の状

況です！）対処できない課題ですが、看護師数が増や

せない理由の一つに、国が認める医療制度ではまかな

えきれないと言う事があります。当院では、看護師配

置基準では最高の7対１体制（患者さん７人に対して

看護師１人の配置）を取得していますが、それでも現

実は夜勤帯３～４人体制の状況です。このような現状

をご理解いただき、看護職以外の方でも手伝っていた

だけることへの支援を、市民ボランティアとして募集

しています。ご協力をお願いいたします。現在ボラン

ティアの方には、清拭時のオシボリ作成や、外来での

案内、生花の展示など、ご支援いただいております。

ボランティアの受付窓口は、地域医療室0790-42-

2200内線2382

【看護の専門性】
近年、医療の機能分化や細分化が進み、それに伴い

看護においても高い専門性が必要になってきました。

当院では、緩和ケア認定看護師（６ヶ月間の教育コー

スを修了し日本看護協会の認定を受けた者で、進行が

ん患者さん・ご家族を含め、痛みなどの身体的苦痛、

不安・悩みなどの精神的苦痛、仕事や家族のことなど

の社会的苦痛の緩和のために熟練した技術と知識を用

いて水準の高い看護にあたる）日本糖尿病療養士（糖

尿病とその療養指導全般に関する正しい知識を有し、

医師の指示のしたで熟練した療養指導を行う）第１種

消化器内視鏡技師（消化器内視鏡に対する知識や技術

を修得し検査介助や点検を行う）リスクマネージャー

（医療安全管理に関する知識や技術を修得し医療安全

に関する業務を行う）呼吸療法認定士（呼吸療法を習

熟し呼吸管理を行う）等、より専門的な知識や技術を

習得した看護師が活躍しています。

【患者様と医療者のパートナーシップ】
パートナーシップとは、患者さんの医療への主体的

参加のために、患者さん・ご家族と医療者が協同する

仕組みのことです。良好なパートナーシップを築くこ

とは、安全性の向上にも有効です。採血や点滴時に一

緒に名前を確認していただくのもその一つです。

私達医療者は、医療が患者さんの回復に役立つこと

を願って努力しています。人は状況が見えにくいと不

安になったり不満に繋がったりしやすくなります。患

者さん・ご家族と医療者がそれぞれの立場で情報を交

換し、内容が見えるようにすることが重要だと考えま

す。入院患者さんのご家族の方には、できるだけ面会

の機会を多く持っていただき、来院された時には、患

者さんの一番身近な存在である看護師にどうぞ声をか

けてください。患者さんの状況をお知らせすると共に、

ご家族の思いもお聞きして、患者さんのためにより良

い方向性を是非一緒に考えたいと思います。

看 護 部 長　岩　崎　妙　子
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蟋内科 部長兼総合診療担当　　高 橋　明 広
①得意とする分野及び実績：循環器の医者を目指
して卒業後、神戸にある六甲病院で研修を受け
ました。その後大学院に進んでからは動脈硬化
に関する研究を続けてきました。遺伝的にその
血中濃度が決まっていて、その値が高いと心筋
梗塞や狭心症になるリポ蛋白a（Lp（a））の研
究が最初の研究テーマでした。その後、血管の
方に興味がシフトして冠動脈に埋め込む特殊な
金属であるステントを利用した遺伝子治療の研
究に携わりました。新しく血管を作る作用があ
る、「血管内皮増殖因子（VEGF）」を増やす研
究も行いました。ここ数年はコレステロールを
下げるお薬の持つ“コレステロールを下げる”
以外の好ましい作用も調べています。
②是非、市民にPRしたいこと：コレステロール
が高くても、血圧が高くても何ら症状はありま
せん。放置しておくと狭心症・心筋梗塞・脳梗
塞といった血管が詰まる病気になる危険はとて
も高くなります。コレステロール値や血圧が高
い方は症状が無くても一度受診してください。
③抱負：心筋梗塞を一度起こしてしまった人が、
二度目の発作を起こさないような治療、“心筋
梗塞を起こすリスクの高い人”が発作を起こさ
ずにすむような治療を目標として診療したいと
思います。

蟋内科 内科医員　　張 木　洋 寿
①循環器科　心臓カテーテル治療専門
②胸部症状があれば、加西市民病院へおこし下さ
い。
③加西市民病院が循環器の中心病院となるよう頑
張ります。

質問内容　①得意とする分野及び実績　②是非、市民にＰＲしたい事　③抱　負

蟋内科 循環器科部長　國 吉　達 也
①心臓カテーテル検査
経食道心エコー検査
③以前、当院にて勤務していた時期があり、５年
ぶりに帰ってきました。冠動脈疾患の治療を中
心に頑張りたいと思います。

蟋内科 内科医員　　奥 野　恵 子
①肺気腫などの慢性肺疾患、肺癌など
②睡眠時無呼吸なども検査も積極的に行っていま
す。お気軽にご相談ください。
③一生懸命頑張りますので宜しくお願いします。

新新 任任 医医 師師 のの 紹紹 介介

蟋後期研修医（内科） 樋 口　佳菜子
①内科一般、神経内科
②気になる症状のある方は、一度ご来院ください。
③日々学びながら頑張っていきますのでよろしく
お願い致します。

蟋放射線科 放射線科部長　　工 藤　剛 史
①CT,MRIなどの画像診断や消化管の造影検査、
IVR（アイブイアール：カテーテルを用いての
血管造影や血管内治療）を行っています。IVR
は、おもに腫瘍の診断・治療に行っております
が、消化管出血や喀血、事故による骨盤内出血
などの救急時の止血などにも携わっておりま
す。
②この秋には１．５T（テスラ）の最新のMRIが
加西病院に導入の予定です。わざわざ神戸や姫
路の病院に行かなくても、これまで以上に、患
者さんの診断や治療に役立つ画像を提供できる
予定です。安心して受診してください。
また、４月に兵庫県粒子線センターへ転勤にな
った寺嶋千貴先生が、非常勤医師として週１回
腫瘍治療外来をおこなっております。放射線治
療医として、患者さんに内科や外科の先生のす
すめる治療法以外に、別の治療法を紹介できる
かもしれません。腫瘍の治療でお困りの事があ
れば、まずはご相談においで下さい。
③この４月に放射線科部長として赴任してまいり
ました。放射線科は普段は患者さんの相談にの
ったり治療したりする機会はすくない診療科で
すが、まずは患者さんの主治医である加西病院
内の先生方や近隣の開業医の先生方に信頼して
いただけるよう画像診断に取り組んでまいりた
いと思っております。
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蟋皮膚科 皮膚科医員　　佐々木　絵里子
①湿疹、水虫などの一般皮膚科の診療をはじめ、
手術、アレルギー検査等行っています。また、
自費診療として、難治性の尋常性ざ瘡（にきび）
に対して、ケミカルピーリングを、シミに対し
て、ハイドロキノン軟膏の処方も行っておりま
す。
②皮膚の病気でお困りのことがあれば、気軽にご
相談ください。
③皮膚科疾患を正しく診断し、患者様が１日でも
早く元気になっていただけるよう、全力で治療
させていただきます。

蟋外　科 外科医長　　西 村　公 志
③本年４月より赴任致しました。
胃や腸のガンを含めた病気から肛門病変までを
担当しております。
地域に基づいた医療を頑張ります。

蟋整形外科 整形外科医員　　平 田　裕 亮
①整形外科一般　②特になし
③多くの方に元気になって頂けるように頑張りま
す。

蟋耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科医長　　堅 田　敬 太
①耳鼻咽喉科は、目から下と鎖骨から上の、耳鼻、
のど、頚部の前面、などが担当する領域になり
ます。また、顔面神経麻痺や耳が原因のめまい
も当科の領域となります。ひどい炎症や手術が
必要な方は、入院治療となります。手術では、
主に鼻、のど（扁桃腺やのどのポリープなど）、
良性腫瘍の手術を行っています。
②常勤医は一人ですが、耳鼻咽喉科疾患の多くは、
当院での治療ができます。比較的大きな手術も、
必要であれば応援医師を呼んで行っています。
悪性腫瘍等、当院で対応困難な場合は、適切な
専門施設へ紹介いたしますので、まず当院を受
診して下さい。
③加西では、耳鼻科医は開業医の先生と合わせて
２人しかいません。なるべく、地元での医療を
提供できるよう頑張りたいと思います。

■臨床研修医1年目

新光　穰・畠山　拓也・世戸　博之・濱岡　大・植田　安洋・光岡　英世
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【はじめに】
逆流性食道炎は胃液（胃酸）が食道に逆流すること

でおこる食道の炎症です。症状は胸やけです。診断は

内視鏡で行います。自覚症状はあるが内視鏡的に炎症

所見のないものが最近注目されています。内視鏡的な

食道炎や潰瘍の所見の程度により、Los Angels分類グ

レードで６段階があります。

【逆流性食道炎の原因】
原因のほとんどが食道裂孔ヘルニアです。横隔膜に

は食道裂孔という穴があり、食道と胃の境界になって

います。加齢などで食道裂孔が緩くなると、食道と胃

の境界の固定が悪くなり、胃が胸の中に脱出してきて、

食道裂孔ヘルニアとなります。形態により３型に分類

されます。この状態では胃酸が食道に逆流しやすくな

り、逆流性食道炎がおこります。さらに胃の脱出・変

形が大きくなると、嘔吐、胃炎、胃潰瘍、胃出血、胃

破裂の合併症がおこります。

【逆流性食道炎の治療】
①内科的治療：胃酸を抑える薬（プロトンポンプ阻害

剤）が有効で、長期投与も可能です。さらに、胃腸

の動きを良くする薬や、胃粘膜保護薬を併用するこ

ともあります。しかし、一生続けなければなりませ

ん。

②外科的治療：内科的治療に抵抗性のものや、食道裂

孔ヘルニアの程度が強く嘔吐、胃炎、胃潰瘍、胃出

血の症状があるものや、嵌頓（かんとん：胃がはま

り込んで動かない状態）では手術が必要です。手術

は、胸の中に脱出した胃をおなかの中に戻し、食道

裂孔周囲の癒着をはがし、緩んだ裂孔を縫い縮め、

胃を食道周囲に巻き付けて噴門を形成し（Nissen噴

門形成術といいます）。胃を横隔膜に固定します．

【腹腔鏡下手術】
外科手術を、従来はお腹を開いて行っていましたが、

当院では平成19年より、腹腔鏡下のNissen噴門形成術

を行っています。平成20年５月時点で、３例施行して

います。これは１～２cm程度の小さな傷を５箇所程

度お腹にあけて、お腹の中をみるカメラ（腹腔鏡）の

下で、他の傷から入れた直径５mm～１cmの手術器具

を用いて、前述した手術を行います。腹腔鏡下手術の

メリットは、傷が小さいので痛みが少なく、早期に離

床でき、退院も早いことです。但し、腹腔鏡下で安全

に手術が施行できないときには、開腹となることもあ

ります。

手術が成功すれば、逆流性食道炎の原因が治るので、

ほとんどの場合、胃酸を抑える薬を飲まなくても良く

なります。さらに、胃の変形も治るので、普通に食事

ができるようになります。

外　　科　西　田　十紀人　

写真左：術前（胃が胸に脱出）。写真右：術後５日目（胃が

お腹に戻り，噴門が形成されている）。
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【早期胃癌とは】
胃癌は胃袋の内側を覆う“胃粘膜”より発生します。

放っておくと胃の壁に潜り込み、胃の外側へ転移を始

めてしまいます。早期胃癌とは、癌が胃の粘膜内～粘

膜下層までにとどまるものをいいます。

早期胃癌は、他の内臓やリンパ節へ転移している可能

性が極めて少なく、内視鏡（胃カメラ）を用いて胃の

内側から切除できます。内視鏡治療はお腹を切る必要

がないため、外科手術に比べて患者さんへの負担が少

なく、術後の回復も早いという長所があります。

これまでの内視鏡治療は、1980年代に開発された“内

視鏡的粘膜切除術(EMR)”という治療法が一般的でし

た。これは“スネア”と呼ばれる輪状のワイヤーで癌

をくくり電気で焼き切るものです。しかしながらこの

方法では切除できる癌の大きさや形態に制約（2cm以

下で潰瘍を伴わないもの）があり、取り残しや再発が

多いという欠点もありました。これに対し、90年代後

半に“内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)”という治療法

が考案されました。

【内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)とは】
内視鏡を通して細い電気メスを入れ、胃癌の部分を

粘膜の下から剥がしとる方法です。この方法により、

2cmを越える大きなものや潰瘍瘢痕があるものも一括

して切除することが可能です。また一括して取ること

で癌を取り残しなく確実に治療することができます。

胃を切り取る外科手術とは違い胃が小さくならないた

め、術後数日で普通に食事が摂れる様になります。ま

た全身麻酔の必要がないため、患者さんへの負担が少

なくて済みます。

【治療の実際】

＜ESDの欠点＞

・EMRに比べ技術的に難しく時間がかかる（30分～

数時間程度）。

・EMRに比べ、出血や穿孔（胃に穴があく）といっ

た偶発症が多い。

【担当医より一言】
当院消化器内科では平成18年よりESDを導入してお

り、以前は外科手術が必要であった大きな病変も内視

鏡的に数多く治療しています。ただし、早期胃癌であ

っても胃癌の種類によっては転移が早く、内視鏡治療

では不十分なものがあります（低分化癌、未分化癌と

呼ばれるもの等）。このようなものは最初から外科手

術を要することがありますので、治療の可否について

は消化器科専門医にご相談ください。

従来のEMR
癌をスネアでくくり切除。スネアに入る大きさのものしか切れない。ESDで主に使用する電気メス（胃カメラの中を通して使用する）

消化器科　内視鏡室長　大　瀬　貴　之　

①内視鏡で癌を確認 ②癌の周りに印をつける

③癌の粘膜下ヘヒアルロン
酸を注入して癌を浮かせ、
印の周囲を電気メスで切
開。その後癌を電気メスで
はがして終了

④治療後に人工的な胃潰瘍
ができるため、約５～７日
間の入院治療が必要。回収
した癌は取り残しがないか
顕微鏡で調べる。
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昨年12月にホテル仕様の個室でリニューアルオープ

ンし、少しずつですが分娩入院が増えてきました。現

在では月に７人前後の赤ちゃんが産声をあげています。

母子同室で母乳育児と家族の暖かいスキンシップに

育まれ、母子共幸せな雰囲気の中、入院生活を過ごさ

れ退院されてます。個室は６部屋ですが、今のところ

少し余裕があります。出産ご希望の方は、ご連絡くだ

さい。

～私達がお世話しています～　　　　　

常勤助産師：７人　　

パート助産師：４人

妊婦健診から出産と退院後1ヶ月健診まで、一貫し

て同じメンバーでお世話させていただきます。

～現在マタニティーセンターでは～
こんな事をしています

妊婦教室

安全で安楽なお産に向けて毎週マタニティーフィッ

トネスを実施しています。

妊娠したからといって、じっとしていたら体力は減

退します。体力増進のためには日々の運動が大切です。

運動の方法がわからない人、また一人では運動する気

になれない人の為に、フィットネス教室があります。

一緒に楽しみながら運動しましょう。

（平成20年6月末現在）

アロマテラピー

出産当日は、気持ちの高ぶ

りが取れずなかなか眠れない

ものです。ゆっくり休んで頂

くために、足浴や足のマッサ

ージなどのアロマテラピーを

行っています。

母子同室

母子同室により、

お母さんと赤ちゃん

はいつも一緒です。

ご家族もご面会時に

お部屋で抱っこで

き、可愛さもひとし

おのようで、穏やか

な家族の様子が伺え

ます。母子同室は母乳の出方にも影響しており、母乳

分泌の良い方が多く、赤ちゃんの体重の増え方も順調

です。

１週後健診

退院後、「赤ちゃんは母乳が足りているのかな？」

と心配されるお母さんが大勢いらっしゃいます。また

育児をしてみて困った経験をされる方もいらっしゃい

ます。そのような方のために退院１週後健診をしてい

ます。安心できるまで何度でもマタニティーセンター

へご相談ください。

マ
タ
ニ
テ
ィ
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス

５月誕生のご一家

ハーブオイル

お待ちしています
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◆一般診療とは……
受け付け時間は８時３０分から１１時３０分まで

（再診は７時３０分から）

診察時間は９時からです。

曜日によって診療していない科があります。ホー

ムページや、病院正面の総合案内に設置してある

“外来担当医表”を参考にして下さい。

◆救急診療とは……
一般診療の時間以外に、救急患者さんを応急的に

診療するところです。緊急に必要とされる検査・

処置・処方をする場であり、通常の外来診療に比

べスタッフの数も少なく、診療の幅に限界があり

ます。スタッフにとっても身を削られる業務で

す。

夜中の救急外来に昼間は仕事があるので今診て

ほしい、また昼間から調子が悪かったが多忙で来

れず、夜になり不安になったので診てほしいと夜

中に来院される。

このように自分の都合で夜中に来られる軽症の
方を コンビニ受診 といいます。

このコンビニ受診は本当に急性期の患者さんの診

療に支障をきたすのでお控え願いたいと思います。

救急外来を受診される際には、まずお電話で、

お問い合わせください。

お問い合わせは

市立加西病院　　　　

Tel ０７９０－４２－２２００　まで。

◆救急外来を受診される前に、家庭で出来る
簡単な処置をご紹介します。
＊出血を伴うけが
『患部にガーゼや布を直接当てて、強く圧迫する』

手足は、心臓より高い位置に上げると血がとまりやす

くなります。

頭・手・顔のけがは出血量が多く見えますがあわてず

に、じっと患部を押さえて下さい。大切なのは、圧迫

止血です。

中枢側を紐などで縛って止血する場面をよく見ます

が、中途半端に縛るとかえって出血を増やしてしまう

ことがあり、一般的ではありません。

止血していれば、水道水で汚れをよく洗い流してくだ

さい。

＊やけど
『すぐに水で冷やす』

水道水を出しっぱなしにして、痛みや熱さを感じなく

なるまで冷やします。（20分くらい）

衣服の上からやけどしたときは、無理に脱がせずにそ

の上から水をかけて冷やして下さい。水泡ができるこ

とがありますが、破らないで下さい。冷却以外の処置

はせずに受診して下さい。

＊捻挫・打撲
『患部を心臓より高くして安静にする。』

３日間ぐらいは冷やして、４日目くらいからは、あた

ためた方が良いといわれています。痛みが強かったり、

腫れが大きい時、まして変形がある時は必ず病院を受

診して下さい。

＊鼻　血　
『あごを引いて、小鼻の部分を指でしっかりつまん

で圧迫する』上を向いていると喉に血液が流れてきて、

それを飲み込んでしまい嘔吐することがありますの

で、うつむき加減になり、血液は吐き出してください。

冷やしたタオルなどで鼻を冷やしてください。

15分以上経過しても止まらない時は病院にご連絡くだ

さい。

一般診療と救急診療について

（人）
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＊犬に噛まれた・猫の引っかき傷
『すぐに水道水で患部を洗う』

犬などの動物は、たくさんの細菌を口中にもっていま

す。すぐに洗い流すことが大切です。（皮膚の損傷が

少ない時は、石鹸を使う）清潔なガーゼか布で覆って、

様子を見てください。

深い傷や、出血が止まらない場合及び時間が経過する

に従って、噛まれた部分が腫れたり、膿を持った時は、

病院を受診して下さい。

＊マムシに噛まれた
『安静にし、傷口よりも心臓に近いところを縛る』

すぐに毒をしぼりだし、傷口をひやして体内への毒の

吸収を遅くします。

病院に連絡をしてすぐに診療を受けてください。場合

により救急車を要請してください。

＊ぎっくり腰
『楽な姿勢で横になる』

横向きになって膝を曲げ、エビのような姿勢をとると

楽です。

安静が一番です。鎮痛剤入りの湿布などを試してくだ

さい。痛みが続いたり、ひどい時は診療を受けましょ

う。

◆１１９番通報で救急車を呼ぶ時
救急車を呼ぶときは、誰でも慌てるものです。大体

の手順を憶えておくといざという時に、スムーズに対

応できると思います。

まず、

①１１９に電話をかける。携帯電話でも同じです。

②『火事ですか？救急ですか？』と聞かれるので『救

急です』と答える。

③けがや事故・病気の状況を、いつ・誰が・どこで・

どのような症状なのかを伝える

④ 住所を正確に伝える。マンション等の場合は、号

棟、階数、部屋番号も正確に

⑤ 保険証・着替え・お金等を準備して、救急車を誘

導できるよう待機する。

落ち着いて、正確な情報を伝えましょう。

◆応急処置として知っておきたい中毒１１０番
タバコ、家庭用品などの化学物質、医薬品などを誤

飲したとき、

応急手当の方法を教えてくれるところです。（無料）

・タバコ専用電話　０７２－７２６－９９２２

（３６５日、２４時間　対応、テープによる情報提

供）

・大阪中毒１１０番　０７２－７２７－２４９９

（３６５日、２４時間対応）

・つくば中毒１１０番　０２９－８５２－９９９９

（３６５日、９時～２１時対応）

◆小児救急に関する電話相談窓口　
お子さんの症状や様子をよく観察して判断してくだ

さい。不安な時や、迷った時には電話で相談してくだ

さい。対処方法を看護師が助言してくれます。必要に

応じて受診医療機関を紹介してもらうことも出来ま

す。

・北播磨小児救急医療相談電話センター

Tel ０７９４－６２－１３７１

相談時間：１８：００～２２：００

（祝祭日、年末年始を除く）

・ 兵庫県小児救急医療電話相談センター

①Tel ＃８０００（プッシュ回線）

②Tel ０７８－７３１－８８９９

（ダイヤル回線・IP電話・携帯電話）

相談時間：平日・土曜日

１８：００～２２：００

日曜祝日及び年末年始

９：００～２２：００

（北播磨小児救急当番病院での診療は、深夜0時

までとなっております。）

小野市民病院　０７９４-６３-２０２０

市立加西病院　０７９０-４２-２２００

市立西脇病院　０７９５-２２-０１１１

姫路夜間急病センター　０７９-２９８-０１１９

（深夜０時以降も診察）
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乳がん検診（マンモグラフィ検診）について
（乳がん早期発見のために）

Ｑ１ マンモグラフィ検診とは何ですか？
乳房のエックス線撮影のことをマンモグラフィと

いいます。乳房は柔らかい組織でできているため、

専用のエックス線装置を使って撮影します。装置は

学会の仕様基準を満たし、精度管理された装置を使

わなければいけません。また撮影技術や、確実な診

断のため、認定された医師、技師でなければ行って

はいけないことになっています。

Ｑ２ マンモグラフィが乳がんの診断に有
効だと聞きますが、なぜいいのです
か？

日本の乳がん検診では、医師が診て触って診断す

る｢視触診｣が行われてきました。最近の研究では、

マンモグラフィが乳がん早期発見に大変有効である

ことが報告されています。マンモグラフィでは、手

で触っても判らないような初期の“しこり”や“石

灰化像”を映し出すことが可能です。ただ乳がんが

あっても画像診断上異常として捉えられないことも

あります。また、マンモグラフィで異常があったか

らといって、すべて乳がんとは限りません。最終的

には、色々な検査を併用し診断します。

Ｑ３　マンモグラフィは、よく痛いと聞く
のですが、なぜ痛いのですか？

マンモグラフィでは、乳房を直接挟んで（圧迫し

て）撮影するため、多少の痛みを伴います。圧迫の

効果としては、薄く広げる事により、“乳腺組織”

と“しこり等”が分離し、はっきり写しだす事がで

きます。また薄くすることで撮影時のエックス線量

を減らすことができ、被ばく低減につながります。

撮影時は、痛みの程度を伺いながら圧迫しますので、

遠慮せず言ってください。

Ｑ４ 放射線被ばくが心配なのですが．．．
マンモグラフィで使用するエックス線は、非常に

少ないエックス線量で撮影します。撮影装置につい

ても厳密な管理がされており、人体に影響を及ぼす

危険性は、ほとんどありません。被ばくによる危険

より、マンモグラフィで得られる利益（乳がんから

の救命）のほうが、圧倒的に多いことがわかってい

ます。

Ｑ５ 乳がん検診を受ける時期について
乳腺は女性ホルモンの影響を受けています。排卵

から月経が始まる頃まで、卵巣から分泌されるホル

モンによって影響を受け、乳房が硬くなったり、痛

みを感じたりする方もいらっしゃいます。検診を受

けるとき、また自己検診を行うタイミングは、月経

開始後５日～10日くらいがいいと言われています。

Ｑ６ 乳がん検診は、どこで受けられます
か？

・市役所で行っている集団乳がん検診

40歳以上の女性市民が対象で、２年に１回受け

ることができます。担当は国保健康課です。（詳し

くは加西市のホームページをご覧ください）

H20.４月より、初の女性技師が採用され、

マンモグラフィ認定資格も取得しています。



地域医療室では、外来・入院患者様の療養生活や介

護相談、病気や病院のことでわからないことや納得が

いかないなどさまざまな相談をうけています。相談件

数は年毎増えており、社会医療全般の相談は前年に比

べ約２倍に、また主に退院後の療養調整や他施設への

紹介など在宅介護支援センターとしての相談は20％増

となっています。

相談に来られる方々には、それぞれの家庭の事情や

様々な苦労をお持ちです。その思いに少しでも近づき、

急性期治療が終われば、患者様の状態に応じ御希望に

沿う所に退院していただけるよう日々、頑張っていま

す。

家族状況や社会の変化と共に施設への転院を希望さ

れることも少なくない中、療養型病床の削減という国

の施策もあり、今後、転院先の施設受入れも年々難し

くなっていくと懸念されます。そのため本院から直に

施設に転院できない場合の待機期間は一時的に在宅で

の療養に協力いただかざるを得ないことになります。

皆様も御承知のとおり、加西病院は急性期病院であ

り重症の入院医療や救急医療を提供するのを使命とし

ております。皆様には何卒、加西病院が担っている役

割と在宅療養の御理解をお願いしたいと存じます。

加西病院がこの地で医療の力を保ち続けてゆけますよ

う暖かいご支援をお願い申し上げます。

＝検診申し込み及びお問い合わせ先＝

市立加西病院　地域医療室

ドック担当　0790-42-2200(代) 内線2382

相談担当（在宅介護支援センター）0790-42-4130

2
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検診コーナー 相談コーナー
＊レディース検診
子宮がん検診（頸部細胞診+卵巣エコー）と乳がん

検診（触診+マンモグラフィ）がセットになっていま

したが、子宮がん検診・乳がん検診が別々に受けられ

るようになりました。

検診費用
乳がん検診のみ ５１５０円（税込み）

子宮がん検診のみ ７７７０円（税込み）

セット（乳がん・子宮がん） ８９２０円（税込み）

子宮体がんはオプション　 ４２００円（税込み）

＊マンモグラフィ撮影は、（マンモグラフィ検診制

度管理中央委員会認定技師3名が担当致します。

認定技師：綿井義和・岩崎訓典・本玉歩美（女性）

実施日時：第２・第４木曜日（祝日除く）午後２

時～４時までに終了

＊脳ドック
脳ドックは、昨年大好評ですぐに予約が一杯になり

御迷惑をおかけしました。本年度は、予約枠も増やし

ております。是非、御利用下さい。当院神経内科専門

医が診察を行い、ＭＲＩや血液データなどをあわせ総

合的に結果説明を行います。

～こんな方は是非１、2年に一度うけてみませんか～
・年齢的にそろそろ脳の病気（脳梗塞・脳出血など）

が気になる。

・家族や親戚など身の回りに脳疾患の方がいる。

・歩きにくいなど神経学的な症状が気になる。

◆検査項目：脳ドックＡコース…○頭MRI・MRA

○頚部MRA○頚椎XP（６方向）

○心電図○眼底検査○動脈硬化検査

○尿検査○血液検査

○神経内科診○血圧測定

脳ドックＢコース…○頭MRI・MRA

○頚部MRA○神経内科診○血圧測定

◆検診費用：Ａコース　53,550円（税込み）

Ｂコース　40,430円（税込み）

◆実施日時：毎週木曜日（祝日除く）

午後２時～４時頃に終了
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石　　原 石　　原 奥　　田35
生　　田 生　　田 生　　田18
西　　田 交代で診察 吉　　田 西　　村 西　　田20
藤 田 直 交代で診察 箱　　木 藤　　田 中　　島21
※箱　　木 藤 　 田

（予約診）
※中　　島 ※藤　　田22

中　　島 平　　田 箱　　木 平　　田23
堅　　田 堅　　田 堅　　田 神　　大 堅　　田

1
（手 術 日）

（学童外来）（手 術 日）午後
岡　　村 俵 （再診のみ） 俵 岡　　村

3
俵 岡　　村 岡村／福田 福　　田 俵

初診受付なし

午後
岡　　村 福　　田 俵
俵 岡　　村 福　　田

瀬 瀬 中　　林 瀬 瀬午前
（予 約 診）（予 約 診） （予 約 診）（予 約 診）午後
平　　井 平　　井 平　　井 平　　井 平　　井10

（アレルギー）
（予防接種）

（夜尿症）
（アレルギー）
（BCG 第1火曜日）

（予防接種）
（心エコー）（第4木曜日）

水　　戸
（予約診）

（乳児検診）
（アレルギー）

（低身長）（脳神経）
午後

渡　　部 渡　　部 渡　　部 渡　　部
25

神　　大 神　　大12

山　　本 山　　本 山　　本
手 術 日

山　　本2
午後

1

（予約診） （予約診）

佐 々 木 佐 々 木 佐 々 木 佐 々 木

（予約診）
工　　藤 工　　藤 工　　藤27

17
林 林

寺　　嶋

16

山　　邊 河　　合 山　　邊

交代で診察
（ペースメーカー）

高　　橋 山　　谷30

奥　　野
（肺疾患）

奥　　野
（肺疾患）

小　　林
（肺疾患）

午後 処置室

大　　瀬
（消化器）

山　　谷
（消化器・代謝）

高　　橋
（心臓病）

山　　谷
（糖尿病）

河　　合
（心臓病・心不全）

國　　吉
（心臓病・冠疾患）

張　　木
（心臓病）

北　　嶋
（消化管・肝臓）

山　　邊
（検査結果）

6
6
5
26

8 山　　谷 山　　邊 北　　嶋 國　　吉 高　　橋
河　　合 樋　　口 豊　　國 松　　本 大　　瀬7

予約診

初　　診

初 再 診
予 約 診

予 約 診

再　　診

（心 理 士）

人間ドック
（11：00～12：00）

総
合
外
来

専
門
外
来

初再診
再　診

初　診
診察室

辻　　河 曽 我 部 月　　岡 南　　尾 橋　　根3

月 火 水 木 金

放射線科

麻　酔　科

皮　膚　科

泌尿器科

眼　　　科

小　児　科

産 婦 人 科

精　神　科

耳鼻咽喉科

整形外科

外　　　科

地域医療室
神経内科

内　　　科

【受付時間】◎新来院の方（午前8時30分～午前11時30分）
・初めて加西病院を受診される方
・今回受診される診療科が初めての方
・診察券（IDカード）をお持ちでない方

◎再来院の方（午前7時30分～午前11時30分）
・IDカードにより再来受診機で受付を行ってください。

※月に一度は保険証の確認をいたしております。中央受付にご提出ください。
※医師の都合により変更がありますので、案内板をご注意ください。

受付窓口②へお越しください｝

平成20年7月3日現在

※整形外科　22診（月・木・金曜日）は予約の患者さまも含まれます。
※小児科　月・水曜日の予防接種・第1火曜日のBCGは要予約です。
※眼科は、水曜日休診になりました。眼科疾患（眼疾）の項目を含む健診の場合、医師の診察が必要ですが、水曜日は、診察できませんのでご注意ください。
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第5回ホスピタルフェア開催
H20.6.28（土）

天候にめぐまれ、参加者234名と過去最高で、市民の皆様とふれあいながら交流が図れたと思います。 以下、
当日の一コマです。

受付風景 健診コーナー 中央検査科紹介コーナー

体脂肪測定 親子体操 公開講座

心肺蘇生体験 パンフレット展示 動脈硬化度測定

試飲コーナー 研修医相談 抽選コーナー

手術模擬風景 院長相談 福祉車両展示


