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新しい年に向けて『パラダイムシフト』新しい年に向けて『パラダイムシフト』
病院事業管理者兼院長 山 邊   　 裕

■全部適用になりました
院長を勤めて６年が経とうとしています。加西病院は昨
年末、市から “地方公営企業法の全部適用” という法規定
を頂きました。私は一旦退職し、改めて病院事業管理者
兼院長という職に就きました。法律は難しい言葉で書か
れていますが、簡単に言えば “病院運営の物事を決められ
る範囲が広くなって、その分責任も増えた” と云うところ
です。これまでの役目と大きく異なる訳ではありません。
■院長の役割
私は、院長は病院内の人と人、部署と部署、内部と外部
の調整役と思っています。いわば病院医療が上手く回る
ための潤滑油です。
医療はその大部分が人の努力によって担われる業務で
す。しかも独立した専門性をもつ多数の職種がチーム
ワークで一人の患者さんに当たります。協力が良ければ
大きな力を発揮しますが、一部が軋むだけでも全体の力
は落ちてしまいます。
幸い、加西病院の職員の協力体制は素晴らしいものがあ
ります。気持ちの良い連携で患者さんの問題が解決され
てゆくのを見ると、この病院で潤滑油を果たせることの
冥利を覚えます。
■公と民
ところが、良い院内関係で動く加西病院にも悩みがあり
ます。経営です。ご存じかどうか、加西病院は全国の自
治体病院の中でも実質収支は良い方に属します。しかし
これまでの繰入金の乏しさなどから、経営基盤に弱さが
あります。
世間には、経営について“公”は非効率で正すべきもの“民”
は見習うべきお手本、とする通念があります。  総務省の
“公立病院改革ガイドライン” もこの通念の産物です。経
営不振の自治体病院は民間手法を用いて経営改善すべ
し。改善しないなら独法化・民営化・統廃合・診療所化
するべし、という指針です。
■素朴な疑問
医療はサービス業だ、と聞かされます。確かに病院も、
利用される／されないの選別を受けます。評価が落ちる

と患者が減り、経営が傾くでしょう。
サービス業なら経営が成り立たなければ事業を閉めるだ
けのことです。市内の店舗でも少し客足が遠いようだと
思ったら、いつの間にか休業の張り紙が出ています。し
かし、病院は経営が悪いと閉めればよいものなのか、素
朴な疑問を感じます。
■社会保障か市場主義か
経営不振だからと言って病院を廃止すれば、銚子市や松
原市のように深刻な衝撃が地域を覆います。ここには、
医療はサービス業ではなく社会保障だという考え方と、
経営の成り立たない事業は止めて当然という考え方の衝
突があります。どちらも一理ある主張です。
もちろん、病院が信頼され、患者が集まり、経営が順調で
あれば一番良いのです。けれども僅かなきっかけで医師や
看護師を失い、一挙に機能不全に陥って経営破綻する自治
体病院が後を絶ちません。政府やメディアも、社会保障と
市場主義の間を行ったり来たりしているように見えます。
■パラダイムシフト
このように、時代の規範（パラダイム）が自明でなくなっ
た時パラダイムシフトが求められます。しかしまだ、勤
務医不足や医療の限界による医療崩壊を再生する潮流の
転換は現れていません。病院を守る住民運動や分娩無過
失賠償制度はその萌芽かもしれないと思います。
加西病院は “人を育てる” ことを大切にしています。研鑽
で職能を高め、臨床研修医や若い医療者を教育し、遣り
甲斐ある職場を作ることで困難を乗り越えたい。パラダ
イムシフトは時代の流れが変わることであり、個別の対
応を指す言葉ではありませんが、加西病院は全部適用の
機動性を活かしてこの目標に挑戦したいと考えています。
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事務局長 西 脇   嘉 彦
　当院では１２月１日より、これまでの地方公営企業法の財
務規定のみを適用する一部適用から、全部適用組織や職員の
身分取扱等も含むすべての規定を適用する全部適用に移行し
ました。
　これは、全国的な医師不足をはじめとして、大変厳しくなっ
た病院を取り巻く環境や、医療制度改正等に迅速に対応し、魅
力ある病院とするための措置です。
　移行後は、病院事業に精通し、病院運営に関する広範囲な権
限と責任を持つ事業管理者には山邊院長が任命され、事業管理
者のもとで自立した公営企業として経営されます。
　しかし、全部適用に移行しても、加西市直営の公立病院であ
ることに変わりはなく、今の診療内容等が変わることはありま
せん。これまで同様に地域住民の命と健康を守り、この地域に
必要な医療を安定して提供する役割を果たすとともに、これま
で以上に医療の質の向上にも努めていきます。
■病院事業管理者
　事業管理者を設置した場合、事業管理者は次に掲げる権限
と任務があります。
　①内部組織を定めること。②職員の任免、給与、勤務時間な
どの勤務条件、懲戒、研修及びその他の身分取扱いに関する
こと。③予算原案の作成及び首長への送付。④予算に関する説
明書作成及び首長への送付。⑤決算の調整及び首長への送付。
⑥議案作成に関する資料作成及び首長への送付。⑦資産の取
得、管理及び処分。⑧契約の締結。⑨料金、使用料、手数料等
の徴収。⑩一時借入を行うこと。⑪出納その他会計事務を行う
こと。⑫証書及び公文書類を保管。⑬労働協約の締結。⑭行政庁
の許認可のうち政令で定めるものを受けること。⑮その他法令
等により管理者の権限とされる事項。⑯管理規定の制定。
■全部適用の必要性
　公営企業の経営の基本原則は、「常に企業の経済性を発揮す
るとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するよ
う運営する」ことであります。つまり、市民病院は元 「々企業」
であり、採算性を確保すべきであります。
　しかし、今までは、右肩上がりの税収の増加及び民間病院
の不足等を背景に、各自治体は「公立病院は赤字経営でも仕
方ない」という考え方が浸透していたため、公立病院への多

額の税金投入を認めてきていました。
　現在、長引く不況及び少子高齢化により財源不足に陥って
いる各自治体は、公立病院への多額の税金投入が不可能な状
態になっています。そのため公立病院は「低いコストによる
高いサービスの提供」を求められております。その背景を踏
まえて考察すると、全部適用への移行は「目的」ではなく「手段」
であると位置付けられます。つまり、公営企業が採算性を確
保するための手段として、事業管理者に新たに権限を与えて
いるのです。
　これにより事業管理者は、病院経営に関するほぼ全ての権
限を掌理し、経営責任を負うことになります。よって、経営
状況が良くなれば高い報酬を得ることができ、悪くなれば罷
免される可能性があります。職員も同様に、経営状況が自身
の給料に反映する可能性があります。
　しかし、経営責任追及のために事業管理者を罷免し、経営
状況の悪化を理由に職員の給料を削減することが、全部適用
の目的ではないです。職員全員がリスク（リターン）を、享
受することにより、経営意識を高める（職員一丸となって経
営健全化に取り組む）ためのプラス要因とすることが最大の
目的であります。
　全適は、そのような病院を実現するための大きな契機とな
ります。加西病院職員が理想の病院に向けて努力する契機に
なることはもちろん、患者市民にとっても無くてはならない
として認識を新たにする契機となります。二つの流れが噛み
合えば、加西病院は必ずより良い病院となって豊かに発展す
ると確信できます。

市立加西病院の地方公営企業の全部適用施行について市立加西病院の地方公営企業の全部適用施行について

事業管理者訓示風景
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眼科部長 坂 井   　 譲
　このごろは耳にしませんが、昔の人は「目から鼻へ抜
ける」という表現を使っていたそうです。
「賢い」という意味だそうですが、眼科医にとっては、「何
を当たり前のことを言っているのだ？」と思ってしまい
ます。というのは、みなさんの目は、いつも新しい涙で
目の表面を潤されていて、古くなった涙は鼻へ捨てられ
ているからです。
涙道とは、涙液が目から鼻へ抜ける道のことです。激し
く泣いたときに、鼻がグスグスになったことがありませ
んか？
これは大量の涙が鼻へ流れ込むためであって、通常の鼻
水とは成分が違います。
逆に鼻から牛乳を入れて目から出す芸人もいるようです。
それはさておき、残念ながら、高齢になったり、蓄膿の
手術をした後に、この涙道が詰まる（閉塞する）ことが
あります。
いつも目がウルウルしていて、ハンカチが手放せません。
夏よりも冬のほうが症状が強くなります。
また、自転車に乗って、風にあたると涙があふれるとい
う人は、閉塞しているかもしれません。
今までは目と鼻の間の皮膚を切って行う手術が主流でし
たが、数年前より、内視鏡を使って行う手術が行われて
おります。

涙道内視鏡の手術涙道内視鏡の手術

この内視鏡は直径０.９
ミリと細く、局所麻酔
で手術ができます。
顔の皮膚を切りません
ので手術の跡が残りま
せん。内視鏡で見て、
詰まっているところを
開けていきます。
さながら、落盤したト
ンネルの再開通の工事
のようです。開通したトンネルは、そのままではすぐに
再度、詰まりますので、特殊なチューブを一定期間、入
れておきます。チューブがあっても、あまり感じません
し、抜くのも外来で痛みもなく、数秒で可能です。
数年間、あふれる涙をガマンしていたのがウソのように
改善します。
ただし、１００％ではありません。私の数年間の経験で
は８０～９０％の成功率です。
加西病院眼科では、軽度のものは日帰りで、重症は１泊
入院で、この治療を行っています。いつもウルウルして
お困りの方、一度、ご相談ください。

涙道内視鏡の手術風景
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粒子線医療センター
(当院：腫瘍外来担当 ) 寺 嶋   千 貴

　私は、平成 16 年４月から平成 20 年３月まで、市立加
西病院放射線科に勤務していました。その後、兵庫県立
粒子線医療センターへ転勤となり、今は粒子線治療によ
る癌治療を中心とした医療を行っています。兵庫県立粒
子線医療センターへの転勤が決まった時から、どうして
も市立加西病院での診療を続けたいとの思いを捨てがた
く、県立病院としては異例の事ながら、派遣医師として
週 1回の加西病院での勤務を許してもらっています。
　私が加西病院での勤務継続を希望した理由として、ま
ず第一に加西病院のスタッフの質の高さが挙げられま
す。皆、とても患者さんに優しく熱心であり、医療の本
質である「仁」において申し分ありません。また医療の
質の向上「技」にも余念がありません。このような「仁」
「技」は一種の「文化」であると私は考えています。「文化」
は継承者がいなければ衰退し、いずれ滅んでしまいます。
職業柄、様々な地域の病院を見てきましたが、加西病院
の良さというのは、しっかりと「文化」が継承されてき
ていることなのではないかと思います。
　第二に、加西病院が地域に密着した公立の総合病院で
あるということが挙げられます。医療というのは出来れ
ば自宅の近くで受けられる方が良いのではないでしょう
か。もちろん、病院にはそれぞれの特色がありますので、
専門的な治療を受けるにはある程度遠方に通わざるを得
ない場合もあります。しかし病気で体や心が弱っている
のに、片道何時間もかけて遠くの病院に通うということ
は本当に大変なことです。必要な場合にのみ遠距離の通
院を行い、必要がなくなれば地元の病院に通院するとい
う形態が良いように思いますが、そのためには地元の病
院がしっかりと機能を果たしていなければなりません。
時には採算を度外視しなければならない時もあります。
その為には公立であることが重要であると思います。地
域の人々が皆で病院を担っていくという意識がなけれ
ば、今後の日本の地域医療は崩壊してしまうことは間違
いありません。医師である私の視点は、必ずしも患者さ
ん側に立った視点ではないと思いますが、加西病院は
様々な専門的な治療が可能であると同時に、ちょっとし

たことで気軽に受診する
ことのできる門戸の広さ
を兼ね備えていると思い
ます。
　粒子線治療は厚生労働
省の「先進医療」に定め
られている最先端の医療
です。日本国内には７ヶ
所の病院（世界では約３
０カ所）しかないため、
どうしても遠方からの受診が多くなります。そこで私は
週 1回、加西病院で診療を行うことで、「専門治療は専門
病院へ、普段は地元病院で」という医療の形態が少しで
も実現できないものかどうか試行錯誤を行っています。
　粒子線治療は放射線治療の一種です。一般の放射線治
療は「X線」という放射線を使って癌の治療を行いますが、
粒子線治療はイオンなどの「荷電粒子（粒子線）」を使
います。大型のシンクロトロン（加速器）によって粒子
線を光速の約 70% にまで加速し、それを体内に打ち込み
ます。X 線には質量がありませんので体を透過してしま
いますが、粒子線は質量があるため体内で停止します。
粒子線の初速を制御することで、体内の何㎜の深さで止
めるか、ということを決めることができるため、その特
性を利用すると癌だけに粒子線を集めることができるよ
うになります。つまり、副作用が少なく、より強い粒子
線を癌に集めることができるということが、粒子線治療
の最大のメリットと言えます。もちろん、癌の周囲の臓
器には多少の粒子線が当たってしまいますので、副作用
はそれなりにありますが、X 線による放射線治療と比較
すると、非常に少ないということを実感します。
　また、「荷電粒子」のなかでも質量の重たい粒子（た
とえば炭素イオンなど）は、同じ放射線量でも、より強
い治療効果が得られるということが分かっており、例え
ば骨肉腫などの、従来の X 線が全く効かないような癌に
対しても、大きな治療効果を得ることができます。兵庫
県立粒子線医療センターは「陽子線（水素イオン）」と「炭

『先進医療』粒子線治療の紹介『先進医療』粒子線治療の紹介



Kasai City Hospital

6 2010 年１月(No.14)

素イオン線」の 2 種類の粒子線を使うことが出来る世界
で唯一の病院です。
　粒子線治療の問題点は、「先進医療」であるため保険
が効かないということです。約 300 万円という高額な費
用がかかってしまうことが難点ですが、日本では保険診
療内に組み入れていく方向に動きつつあります。もちろ
ん、たとえ保険診療が可能になっても、国内にもっと沢
山の粒子線治療病院が建設されなければ、皆が平等に受
けられる治療にはなりません。50 ～ 100 億円という建設
費の高さも大きな問題点です。
　次に具体的な粒子線治療の適応を挙げていきます。
■頭頚部癌
　頭頚部の癌というのは、手術を行うと非常に見た目が
損なわれてしまうことが多く、手術を躊躇される場合が
あります。また、重要な臓器（神経や粘膜、脳など）が
多くあるため、手術そのものが困難な場合もあります。
粒子線治療であれば、重要な臓器に障害をあまり与えず、
高い治療効果を得られるため、非常に有効な治療である
と考えられます。現状でも粒子線治療の半数はこれらの
頭頚部癌が占めます。
■骨軟部腫瘍
　骨肉腫や軟骨肉腫、横紋筋肉腫、MFH などの比較的
頻度の低い腫瘍は、X 線による放射線治療がほとんど効
きません。抗癌剤などの化学療法もほとんど効果が見ら
れず、また、手術で切除できない部位に発生することが
多いため、これらも粒子線治療の良い適応となります。
■悪性黒色腫
　特に鼻の粘膜に発生する悪性黒色腫は手術では切除し
きれない上に、骨軟部腫瘍と同じようにX線も化学療法
もほとんど効きません。現状では粒子線治療が第一選択
と考えられています。皮膚の悪性黒色腫については手術
が基本となります。

■肺癌
　肺癌は、その他の腫瘍と比較すると粒子線治療のメ
リットは少ないと言えます。肺のような密度の低い臓器
では、粒子線はあまりぴったりと止まりません。粒子線
治療が向いているのは、肺尖部腫瘍（パンコースト腫瘍）
や、肺の外へ浸潤してしまっている腫瘍などです。
■肝癌
　肝癌、特に肝細胞癌と言われる癌は、ウィルス性肝炎
（B 型肝炎や C 型肝炎）が原因となっている事が多く、
比較的日本人に多い癌です。そのため、日本では様々な
治療が行われます。粒子線治療は、特にこの「肝細胞癌」
に非常に良く効くことが分かっており、国内では粒子線
治療の約三分の一は肝細胞癌に対して行われています。
■膵癌
　膵癌は治りにくい癌の代表とも言えます。発見時にす
でに手術が不可能である場合が多く、その場合には抗癌
剤による治療が行われます。しかし、抗癌剤による治療
効果も乏しい場合があり、最近では初めから X 線による
放射線治療を組み合わせることが行われています。兵庫
県立粒子線医療センターでは、手術が不可能な膵癌に対
して抗癌剤と粒子線治療を組み合わせた治療を臨床試験
として行っています。治療効果はまだまだ未知数と言わ
ざるをえません。
■前立腺癌
粒子線治療が対象とする癌の中で、一番歴史が古いもの
です。日本ではすでに 1980 年前後から始まっています。
副作用が少なく、有効な治療法であると考えられていま
すが、最近では X 線治療の技術も進歩しており、必ずし
も粒子線治療が優位とは言えなくなってきています。

スプリングエイト全景 兵庫県立粒子線医療センター遠景
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■その他
食道癌や直腸癌、腎癌など対しても粒子線治療を行う場
合があります。しかし、胃癌や大腸癌、乳癌に対しては
粒子線治療を行うことは、現時点では困難です。
上記の中で、現在、保険診療化が考えられているのは頭
頚部癌、骨軟部腫瘍、肝癌です。粒子線治療が次世代の
治療であることは間違いありませんが、一般に報道され
ているように、「夢の治療」や「万能の治療」ではあり

ません。癌の種類や場所によってはとても強い副作用が
でますし、もちろん再発してしまうことも多々あります。
私は、X 線治療と同じように、手術や抗癌剤と上手に組
み合わせることが重要であると考えています。
　加西病院では毎週木曜日に「腫瘍外来」を行っていま
す。粒子線治療に限らず、一般の放射線治療の事につい
ての相談も受けております。

シンクロトロン
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医療技術部長 富 永   博 夫

新型インフルエンザ (豚インフルエンザH1N1)新型インフルエンザ (豚インフルエンザH1N1)

予想もしなかった現実が襲ってきました。4 月にメキシコ・
アメリカに流行していた新型インフルエンザ ( 豚インフルエ
ンザ H1N1) が、兵庫県の高校生間で感染していました。そ
の衝撃は、瞬く間に医療機関を襲い、その対応に追われる日々
が続きました。
■加西病院の対応
加西病院では、厚生労働省・県の通達による新型インフルエ
ンザ ( 豚インフルエンザ H1N1) の定義、臨床症状、届出基
準に従い、院内の関係職員への周知と施設内の張り紙による
対象患者への誘導、更に院内に持ち込まれないよう感染防止
対策の徹底を図るように努めました。連休明けの感染拡大を
想定した対応策を協議し、その対応マニュアル作成を行い、
特に個人防御策への意識を高めてもらうために、手洗い・う
がいの励行、マスクの着用などのポスターの掲示を行い、「う
つさない」「うつらない」ための啓発活動を行いました。また、
秋以降の新型インフルエンザの再燃を想定し、市民・組織関
係者を対象とした「新型インフルエンザから社会を守る」と
題した公開講座を実施し、地域組織ぐるみで感染拡大の防止
を訴えました。
■発熱外来
当初新型インフルエンザは未知的な病原体であったことか
ら、重装備の感染防護
具を装着していました
が、その後感染力が強
いが弱毒性であること
が分かったため、基準
も緩和され現在では季
節性のインフルエンザ
と同様な対応策をとっ
ております。現在も、発熱・咳で来院の方は、総合案内や受
付に申し出て、指定される場所でマスクを着用して待機をお
願いしています。
■手洗いによる思わぬ効果
加西病院では常時、細菌などの種類やその数を観察して、動
向・分析を行い診療に役立てています。新型インフルエンザ
の発生に伴い、玄関に患者さん、面会者、外来訪問者等が入

館時に手指消毒を行えるように消毒剤を設置しました。手指
消毒の効果と細菌などの動向・分析結果を比較させたところ、
感染症を引き起こすとされている細菌などが減少している現
状から、手指を消毒することの大切さを実感するものでした。
皆様方の「手洗いをする」「咳があるときのマスク着用」など、
病院内の清潔保持と感染を防ぐためのご協力の結果です。
今後も引き続き「うつ
さない」「うつらない」
ための運動にご協力を
お願いします。
　この度のインフルエ
ンザは、「新型」である
という未知の病原体に
対する怖れで、誰もが
不安を感じ、怖れおの
のきましが、インフルエンザの感染「伝播」よりも、メディ
アの「電波」が強かったことが、住民をパニック状態に陥れ、
医療体制を混乱させた要因の 1 つかもしれません。第 2 波
の感染ピークも過ぎ「回復期」に至っていますが、まだま
だ予断が許されない状態であります。今後再燃・変異する
かもしれない新型インフルエンザ ( 豚インフルエンザ
H1N1)、新たな感染症に対して、皆様方の的確な情報収集
と正確な判断に基づく受診行動を望みます。

手指消毒剤の設置

当初の発熱外来風景

グラフの説明
定点数とは一医療機関当たり患者数。観測週は 1 月 1
の週を第一週として年間を通した統計期間。患者が発
生し始めた 30 週は 7 月 20 日の週で、急激な増加が
みられた 42 週は 10 月 12 日の週、ピークは 47 週の
11月 16日の週で、その後減少の経過を辿っています。
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入院時の窓口負担が軽減される
　限度額適用認定証をご存知ですか？
入院時の窓口負担が軽減される
　限度額適用認定証をご存知ですか？
入院時の窓口負担が軽減される
　限度額適用認定証をご存知ですか？

■自己負担限度額（月額）食事代や個室代などは含まれません

■申請方法は２つの方法があります。

②は平成19年より、新しく作られたしくみです。こちらの方が便利です。
　たとえば所得区分一般の場合･･･

●限度額適用認定書の手続きの方法
ご加入の医療保険の保険者が発行いたしますので、保険証に記載してある保険者にお問合せください。

（７０歳未満の方）

１ヵ月の医療費が一定基準額を超えると、加入されている保険者（保険証を発行している
団体）の高額療養費制度に該当する場合があり、病院に支払う医療費が減額されます。
限度額表は以下のとおりです。

※1　被保険者の標準報酬月額が53万円以上の者
       国保では基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯
※2　1年間に4回（4ヵ月）該当すると、基準額が低くなります。

所得区分

上位所得者　※1

一般

住民税非課税世帯

３回目まで

１５０，０００円
＋（10割相当医療費－50万円）×１％

８０，１００円
＋（10割相当医療費－26.7万円）×１％

３５，４００円

４回目以降　※2

８３，４００円

４４，４００円

２４，６００円

①一旦病院に医療費全額を支払った後、保険者に申請し、償還払いしてもらう方法
②保険者に事前申請し、限度額適用認定書を発行してもらい、それを病院窓口に提出してもらう
　ことで、高額療養費の適用後の額に減額した額で支払ってもらう方法

７０歳以上の方は・・・
何の手続きをしなくても、病院側で高額療養費分は医療費から差し引かれ計算します。支払いは
自己負担限度額までとなります。ただし、住民税が非課税の世帯の方などは自己負担額がさらに減
額されるので、上記のように事前に「限度額適用認定書」の申請をおこなってください。７０歳～７
４歳の方は保険証に記載してある保険者、７５歳以上の方はお住まいの市町に申請してください。

事前申請の方が
全額用意する必
要がなく便利で
すよ ！

会 計 窓 口入院費用
20万円

高額療養費

80,100円
＋αでOK!
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　患者さんに「待ち時間に、医療、病気にチョット得するイイ話を聞いてみません
か」をコンセプトにH21.6月より院内16部署で担当。参加者は毎回約10～20
人、スタイルもほぼ定着。発表後、約2週間は薬局前パネルに講話内容を掲示
しておりますのでご覧下さい。

チョイ耳広場便りチョイ耳広場便りチョイ耳広場便り 場　所：薬局待合前
開催日：第1月曜・第3木曜

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

6/18
7/6
7/16
7/23
8/3
8/20
9/7
9/17
10/5
10/15
10/27
11/2
11/19
12/7
12/17

木
月
木
木
月
木
月
木
月
木
火
月
木
月
木

健康食品について
腹痛ってどんな病気？
当院での白内障手術の流れ
子宮脱と尿もれについて
脳梗塞について
膝の話
糖尿病のお話
健康食品について　パートⅡ
骨粗しょう症について
放射線って大丈夫
心電図って何が分かるの？
うつ病について
医療費の深イイ話
心筋梗塞について
介護に困っていませんか

薬剤部
3病棟
視能訓練士
マタニティー
東4病棟
リハビリ
外来看護部
栄養科
4病棟
中央放射線科
中央検査科
5病棟
医事科
6病棟
地域医療室

月　日 曜 テーマ 部　署

15

21年度の講話テーマ
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- トピックス -
街角医療指南 オータムコンサート

災害訓練 院内研究発表会

院内クリスマス会 クリスマスコンサート

職員と多くの市民ボランティアで構成されている病院コーラ
ス部「きらり」は入院患者様の癒しと市民の皆様とのふれあ
いを求めて、年4回定期的に院内コンサートを開いています。
歌と踊りも楽しいです。

開催日：9/25（金）

ゲストでハーモニカ隊と社交ダンスサークルに来て頂きまし
た。

開催日：12/16（水）

大規模災害を想定して病院全体で訓練を行い、発生時に備
えます。

開催日：10/22（木）

今回のパネルテーマは「地域医療を考える」では病院を支え
る活動をされている村井さん（西脇小児医療を守る会代表）
市議会議員の高見さんを招き、4人のパネラーと共に地域が
望む医療について熱い討論が交わされました。

開催日：10/31（土）

「新型インフルエンザの再来に備えよう」：10/29（木）「誤嚥
性肺炎について」アスティア加西、イオンに於いて当院医師が
病気、健康について医療講座を開催しました。今後も継続し
て行きます。

開催日：8/27/（木）

フラワーセンター内レストラン　職員の親睦、一年間の慰労
を図る目的。部署毎の楽しい演技等もありました。

開催日：12/12（土）
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　Ｑ1嚥下（えんげ）障害とはどういうものですか？
　私たちは、普段何の苦もなく、様々な固さや形の食べ
物を飲み込んでいます。通常、飲み込んだ食べ物は食道
を通過して胃に運ばれ、そこで消化されていきます。し
かし、何らかの原因で食べ物をうまく飲み込めず、食べ
物が誤って気管に入ってしまい（誤嚥）、思うように食
事がとれない状態になってしまうことがあります。これ
を「嚥下（えんげ）障害」と呼びます。

　Ｑ2 嚥下障害があると、体にどんな影響がありますか？
　頻繁に誤嚥してしまう状態が続くと、肺に炎症が起こ
り、「誤嚥性肺炎」と呼ばれる病気になってしまいます。
高熱が出る、痰が増える、呼吸が苦しいなどが主な症状
です。また、口から十分な栄養が取れないため、栄養状
態が悪くなってしまいます。

　Ｑ3 嚥下機能が低下する原因は何ですか？
　　様々な疾患が原因で嚥下障害は起こりますが、中で
も脳血管疾患（脳梗塞、脳出血など）後の後遺症として
出現する場合が最も多いと言われています。また、特に
大きな病気にかかったことがない方でも、個人差はあり
ますが、年齢を重ねることによって飲み込む機能は低下
していきます。若い頃に比べて脚力が低下し、速く走れ
なくなるのと同様に、飲み込む力も緩やかではあります
が、徐々に低下していくと言われています。

　Ｑ4 どういう症状で嚥下障害を疑いますか？
　「食事中むせ込むことが多くなった」、「飲み込んだ後
でも喉に食べ物がひっかかっている感じがする」、「食後
に呼吸が苦しくなる」などが、嚥下障害を疑う症状とし
て挙げられます。

　Ｑ5 嚥下障害にならないために何かできることはありますか？
　当たり前の事ですが、原因となる疾患（脳梗塞など）

にかからないように、日
頃から生活習慣に気を配
ることが必要です。
また、加齢からくる嚥下
障害は避けようがありま
せんが、予防のためのト
レーニングを行うことで、
飲み込む機能を長く維持
していく事は可能です。
毎日ウォーキングなどを
続けることで、脚力を保とうとするのと同じです。

　Ｑ6 具体的に何をすれば良いですか？
　飲み込むためには、口・顔面・舌・喉などの多くの器
官を使います。それらの器官を普段から意識して動かす
ことが重要です。普段からたくさんお喋りをすること、
若い頃よりもよく噛んで食べることなど、日常の生活の
中で出来る事がたくさんあります。また、「嚥下体操」
と呼ばれるトレーニングもあり、最近では多くのデイ
サービスセンターや、老人保健施設などで実施されてい
ます。

　Ｑ7 飲み込みにくい食べ物について教えてください
　一般的には、サラサラした液体（水、お茶、ジュース
など）、口の中でバラバラになりまとまりにくいもの
（ピーナッツ、かまぼこなど）、水分が少なくパサパサし
たもの（カステラ、高野豆腐など）、口の中や喉に貼り
付きやすいもの（海苔、わかめ、餅など）、硬いもの（たこ、
いか、ごぼうなど）などが飲み込みにくいと言われてい
ます。しかし、これには個人差もあるため一概には言え
ません。自覚的に飲み込みにくいと感じる食べ物は、「よ
く噛んで・ゆっくり・少しずつ」を心掛け、いつまでも
おいしく安全に食事を楽しみましょう

嚥下 (えんげ) 障害について嚥下 (えんげ) 障害について
言語聴覚士 和 田   伸 也



新型腹部エコー装置の紹介新型腹部エコー装置の紹介
中央検査科副科長 渡 辺   浩 志

　人の耳には聞こえない高い周波数の音波を器具（プ
ローブ）から腹部に向けて発信し、そこから返ってくる
エコー（反射波）を受信し、コンピュータ処理で画像化
して診断するのが腹部超音波検査（腹部エコー）です。
　10 月に最新型超音波診断装置　LOGIQ　E9（GE社製） 
が導入されました。
　高性能な機能搭載・画質の向上により、従来では色々
な条件で見難かった部位の診断が可能になり、診断精度
が上がりました。以下に主な特徴をご紹介いたします。

■他の画像診断を組合わせて…

　腹部超音波像▲　　CT像▲
   Volume　Navigation　機能搭載

　超音波と違うモダリティ（CT や MRI）の画像を同一
画面で表示する事が可能になりました。　

超音波のみでは同定が困難な症例でも、CT・MRI のデー
タを取り込み超音波断層像と同じ断層像を同一画面に作
成し比較参照することにより、超音波誘導下での生検や
ラジオ波凝固療法の確実性を高めることが出来ます。
　また、同一画面に過去の画像と現在の画像を並べて表
示できるため、治療効果の判定や経過観察がリアルタイ
ムに行うことが出来ます。

■安全に治療する為に…
　関心領域をセットすること
で、位置情報を立体的に捉え
て、どの角度からの描出でも
腫瘍を追従出来るようになり
ました。　(GPS機能搭載

▲

）
　例えば、肋骨弓下走査で認識した腫瘍にマーキングし
ておき、肋間走査で同じ腫瘍を描出しようとした時、位
置がずれていれば 2 つの違ったマークが現れます。マー
クを一つに合すことにより、様々なアプローチからでも
同一腫瘍を正確に描出し確実に治療が行えます。
　腹部エコーの他にも各種血管エコー・乳腺・甲状腺エ
コー検査でも使用できます。
一度、ハードディスクに保存した画像を呼び出して色々
な編集も出来るなど、その他数々の機能を持っています。
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昨年 10 月より赴任致しました皮膚科の小坂博志です。湿疹、水虫、
虫刺され、火傷、にきび、ヘルペス、皮膚良性・悪性腫瘍の手術、爪
疾患など、皮膚科全般につき診療しております。（疾患によっては他院・
他科に紹介させていただくこともあります。）地域のみなさまに信頼
していただけるよう努力してまいります。よろしくお願いします。

新任医師の紹介
皮膚科 小 坂　博 志
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臨床工学技士 糸 口   耕 平
　腎臓とは、背中のやや下側に左右１つずつあり、長さ
約１０cm 程度のそら豆のような形をしている臓器です。
役割としては、尿を生成することや、血液を作る命令を
出すなど多様な働きをしている重要な臓器です。
■血液透析
　腎臓が病気に冒されるとどのような状態になってしま
うでしょうか？
特に困った症状として、尿が生成されずに、体の中で不
要な物質（老廃物）を排出することが出来なくなること
が挙げられます。この状態に陥ると、薬で治すことは出
来ません。人は老廃物や水分が体内に留まったままであ
ると生きて行けないので、それらを強制的に体外へ出さ
なくてはなりません。そこで、考え出された方法が透析
療法です。その中でも、最も一般的な方法が血液透析で
あり、現在の日本では３０万人近い方が血液透析を受け
られています。長い方ですと、３０年以上も血液透析と
共に元気に生活されており、日本の血液透析技術は世界
一であると考えられています。日本ではもちろん、腎移
植の技術も高く、近年一般的となってきましたが、多数
の方が血液透析を選ばれています。
　しかし、世界一の技術である血液透析にも欠点がいく
つかあります。まず、多くの場合は、週３回病院に通い、
１回につき約４時間の治療を受けなければなりません
し、１度の治療で太い針を２回刺す必要もあります。ま
た塩分を控えなければならないなど、厳しい食事・水分
制限もあります。そのような問題を解決する治療法が今
回紹介します腹膜透析療法であり、血液透析・腎移植と
並んで末期腎不全治療の三本柱を担っています。
■腹膜透析
　腹膜とは、胃、肝臓、脾臓、腸管、腎臓などの表面を覆っ
ている薄い膜です。この膜に囲まれた部分を腹腔といい
ます。腹膜透析療法では、腹腔内に透析液を注入するた
めのチューブをお腹に埋め込みます。（手術室で行いま
すが、部分麻酔ですし、１時間程度で終わります。
　
　また、一度埋め込んだチューブは数年間使用が可能で

あり、お風呂も通常通りに入って頂けます。）そのチュー
ブから、透析液を腹腔内に入れ、一定時間貯留させます。
この貯留時間の間は仕事や睡眠など自由に行動していた
だくことが出来ます。一定の時間が経てば、お腹の中の
透析液を、チューブから排出します。排出した透析液と
共に老廃物が体外へと出てきます。この操作を一日に４
回程度、ご自分でおこなって頂きます。この為に、病院
への通院は１ヶ月に１～２回程度ですみます。また、先
述しました通り、一度チューブを埋め込みますと、長年
使用出来ますので、毎回針を刺す必要がありませんし、
血液透析に比べて、食事・水分制限がかなり緩和できま
すので、好きなものを食べることが可能です。

　当院では平成２１年４月、泌尿器科に竹内賢先生を迎
えました。竹内先生は、腎移植・腎不全を専門とされて
いますので、腹膜透析療法をはじめ、血液透析のシャン
ト作成・再建の手術や腎移植の相談やフォローなど末期
腎不全に対する全ての対応が可能となりました。また、
十分に説明を行い、患者様や患者様の家族の立場で最善
の方法を考えてくださいますし、私たち臨床工学技士を
はじめ病院スタッフ全員で、最大限の協力をさせて頂き
ますので、安心して気軽に受診してください。

腹膜透析療法を開始しました腹膜透析療法を開始しました
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わが町、かかりつけ医
「堀井内科医院」「堀井内科医院」ご紹介

「なるせ皮膚科」「なるせ皮膚科」ご紹介

〒675-2113
　兵庫県加西市網引町518
　　TEL 0790-49-0150
　　FAX 0790-49-0170

〒675-2303
　兵庫県加西市北条町古坂7-12
　　TEL 0790-42-6767
　　FAX 0790-42-6780

堀 井 幸 恭 先生

鳴 瀬 一 弘 先生

　堀井内科医院は、北条鉄道の沿線にあり
網引駅と県道７９号線との間ののどかな農
村風景が残る網引町にあります。
　歴代続く由緒ある医院で、長年休診され
ていましたが、この度、純和風で温もりの
ある医院を構えられ、平成２１年１０月か
ら診療を再開されました。

　標榜は内科、リハビリテーション科です。先代より通っておられました患者さ
んも来られ、午後にはワクチン接種や在宅支援にと忙しい毎日を送っておられま
す。診療支援システム、リハビリ機器をはじめ最新設備の整った機器や、また、
患者さんや小さなお子様にも行き届いたアメニティの充実さにびっくりしました。
　先生のモットーは「幅広い年齢層の患者さんのニーズに対応した診療を心がけ
たいです。」　先生の今後のご活躍と御健康をお祈りします。

　なるせ皮膚科は、加西市役所の北約 300ｍ

の場所に位置し北条町古坂7丁目にあります。

　先生は元々加西病院でご活躍されており、

この地に開院されてから早や１３年経つそう

です。加西では皮膚科を診療されている医院

は数少なく、大変貴重で、患者さんも市内の

方を中心に、幅広い年齢層の方が、来院され

ているそうです。最近では、アトピー、水虫、かぶれ、イボなど皮膚科一般診療が

多いそうです。中には高度な医療機関への紹介もあるようです。「加西病院や、他の

医療機関とのつながりを大切にし、今後ともよりよい診療を目指していきたい」を

信条に日々診療にがんばっておられます。また、いいスタッフにも支えられ、恵ま

れたいい環境でがんばっておられます。先生の今後のご健康とご活躍をお祈りします。



受付窓口①へ
お越しください

外 来 診 察 医 担 当 表
平成22年1月１日現在

【受付時間】　◎新来院の方（午前8時30分～午後11時30分）
　　　　　　◎再来院の方（午前7時30分～午後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。

・ 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
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● ※予約の患者さまも含まれます。　● 小児科BCGは要予約です。
● 産婦人科は、緊急手術等で休診、時間変更になる場合がありますので、受診され      
　 る際にはお電話で予約を取られた上、ご来院ください。
● コンタクト外来は、コンタクトレンズの当日受渡しはできませんのでご了承 
　 下さい。
● 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。

内線

人間ドック
(１１：００～１２：００）

診察室 月 火 水 木 金
※山  谷 ※山　邊 ※北  嶋 ※國　吉

（第１木曜以外） ※高　橋
※山　邊
（第１木曜）

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）

豆　原
（リウマチ・膠原病）

太　田
（心臓病）

北　嶋
（消化管・肝臓）

山　邊
（検査結果）

奥　野
肺疾患）

奥　野
肺疾患）

小　林
（肺疾患）

林
（ペースメーカー)

※生　田

地域医療室

内　　 科

外　　　科

神 経 内 科

整 形 外 科

泌 尿 器 科

放 射 線 科

麻　酔　科

耳鼻咽喉科

皮　膚　科

小　児　科

精　神　科

産 婦 人 科

眼　　　科

腫 瘍 外 来

※河  合 ※蓬　莱 ※米　田 ※山　下 ※高　取初再診

初　診

予約診

岡　村

※平　井
（アレルギー・予防接種
夜尿症・脳神経・低身長）

※竹　内

※姜

※小　坂
（検査・処置・手術）

※工　藤

※林

再　　　診

初　　　診

術 前 診

予 約 診

ペインクリニック

予 約 診

初 再 診

専門外来

初 再 診

予 約 診

(心 理 士）

2351

2350

2371

2354

2381

2390

2208

2210

2211

2212

2213

2353

2352

2215

2226

2361

2356

2279

2276

2359

2370

2368

2370

2201

2207

午後 処置室

22

8

20

18

午後

6

23

26

5

30

21

35

7

午後

10

午後

12

17

午後

午後

16

午後

1

2

午前

1

午後

3

25

27

1

2

（手術日）

（学童外来） （手術日）

小　泉 岡　村 久保田 久保田

久保田 岡　村 久保田 小　泉 岡　村

小　泉 岡　村 久保田

岡　村 久保田 小　泉

藤　原 月　岡 藤　原 辻　河 橋　根

（廣　瀬） 予約診のみ
（廣　　瀬）※廣　瀬 ※中　林 ※廣　瀬

（予約診） （予約診） （予約診） （予約診）

※平　井 ※平　井 ※平　井 ※平　井
（アレルギー・予防接種
夜尿症・脳神経・低身長）

（アレルギー・予防接種
夜尿症・脳神経・低身長）

（予約診） 水　戸
（心エコー・第4木曜）

（乳児検診）
（アレルギー・予防接種
夜尿症・脳神経・低身長）

※坂　井 ※坂　井 ※坂　井 ※坂　井
※渡　部 ※渡　部 ※渡　部 ※渡　部

(コンタクト外来)
第４金曜日のみ
受付11：00まで

※竹　内 ※竹　内 （手術日） ※竹　内

※姜 ※姜 ※姜

※小　坂 ※小　坂 ※小　坂
（検査・処置・手術） 手術日 （検査・処置・手術）

※工　藤 ※工　藤
寺　嶋

（粒子線センター連携）

秦

※林

林 林

山　邊 河　合 山　邊 高　橋 山　谷

※石　原 ※樋　口 ※石　原 ※久　我

※西　田 ※交代で診察 ※河　野 ※西　村 ※西　田

※藤　田 交代で診察 箱　木 ※藤　田 ※中　島

※箱　木 ※藤　田 ※中　島 ※藤　田

※中　島 ※赤　羽 箱　木 ※赤　羽

堅　田 堅　田 堅　田 神　大 堅　田

総
合
外
来

専
門
外
来


