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【正月には一年の計】
　新年早々大上段のタイトルとなり、読んで頂く方には
肩の凝る内容で恐縮です。私達医療者は日々多忙な業務
の中で、目の前に積み上がる要請に対処するだけで一日
が過ぎて行く生活に明け暮れています。何かの機会に根
本を考えないと、大きなことを置き忘れてしまいそうで
す。今回そのような観点から医療を考えたいと思います。
【医療は何のため】
　医療は何のためにあるのか？
当然ながら、患者を治し或いは治らないまでも苦痛を和
らげ癒すためにある、と答えると思います。病に苦しむ
患者がいて、知識と技能を持った医療者がいて、患者の
苦しみに共感し、共に病気と闘うパートナーとして癒し
を実現する。なんと素晴らしい予定調和ではないでしょ
うか。
病院はそのような癒しが行われる場所です。患者が治癒
して喜ぶ姿をみれば、医療者自身も達成感と遣り甲斐を
感じます。実際、そのような光景をよく目にします。し
かしこれで医療の根本が語られたかのと問うと、今の病
院はそんな単純な関係性で動いているのではないという
屈託があります。
【予定調和を乱すもの】
　なぜ病院では予定調和が単純明快に実現されないのか？
光と影があるからです。予定調和は光です。影は、医療
者から見ると、病院はマンパワー不足で患者の多様な要
望に応えられない、マンパワー不足では医療安全もまま
ならない、患者の高齢化で医療より介護に手を取られる、
医療は本質的に不確実でありミスが無くとも悪い結果が
生じることを世間は認めない、等々国民の期待に反して
病院が限界を持つ実態です。
対して患者から見える影は、外来診察で長時間待たされ
る、忙しいのかしらないが応対が親身でない、救急病院
なら夜中でもあらゆる専門疾患に対応して欲しい、説明
を求めても医学用語ばかりで理解できない、等々癒しか
ら遠い医療の姿です。
しかし患者と医療者が互いの不足に不満を募らせるばか
りでは、医療は荒涼たる光景に変わります。
【根は同じ二つの要因】
　両者の不足は同じ根に行き着きます。一つは相互理解
の欠如という社会環境の根です。もう一つは、医療費総

額が不足しているうえ正しく地域医療に注がれていない
という経済環境の根です。
多くの患者が望んでいるのは医療の厳密さよりも、
ちょっとした気遣いや思い遣りであり、癒やされたい気
持ちを満たすことです。そのことを医療者は理解しない
か、理解しても忙し過ぎて満たす余裕がない。一方患者
は癒されたいのは我が身であり、人員不足の医療者が多
くの患者に対応していることを理解しないか、理解して
も納得しない。ここでは、医療者の人員不足と使命感の
欠如、患者の情報不足と身勝手さがすれ違っています。
相互理解に欠けるのです。
では、どうすれば良いのか？
【国民医療費を病院へ】
　問題の克服には、余裕をもって医療できる人員配置を
可能にする収益と、人材教育への投資が必要です。つま
りお金が必要です。日本の総医療費がＧＤＰ（国民総生
産）に占める比は、ＯＥＣＤ先進国３１ヶ国中２２番目
（最新データ）と下から数えた方が早い。加えて製薬メー
カーや医療材料といった周辺業種の収益性は大きいの
に、病院の収益性は低く、医療が生む価値の対価が現場
に回って来ないという経済構造があります。
多忙な急性期医療に骨身を削る地域病院に国民医療費が
正しく入っていないことが、癒しを実現する体制の妨げ
になっているのです。今議論されている外国人の金持ち
向けのメディカル・ツーリズムと云った国民医療を空洞
化する政策でなく、地域住民が安心して病院にかかり、
医療者が余裕をもって医療できる仕組みを作らねばなり
ません。
【根本からの取り組み】
　医療者の存在価値は患者を癒すことにあります。癒し
の実現を妨げる要因があるなら、それを取り除くことが
医療の価値を高めます。どのような医療体制が望ましい
のか、どのようにそれを実現できるのか、市民患者はど
のような協力が求められるのか、医療者は発信し続けな
くてはなりません。
同時に患者市民は自分達の行動や言葉の一つ一つが、地
域に唯一の病院を発展させもし、潰しもすることを自覚
しなければなりません。双方向の熱意が噛み合うことに
よってしか、マンパワー不足の病院を真に癒しの医療に
向かわせることは出来ないからです。

新年に思うこと『医療は何のため』新年に思うこと『医療は何のため』
病院事業管理者兼院長 山 邊   　 裕
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9 月に産婦人科外来を改装・リニューアルし２診体制になりました9月に産婦人科外来を改装・リニューアルし２診体制になりました

　平成 19 年 11 月 30 日にリニューアルオープンして丸
３年が過ぎました。お陰さまで、出産された人は 300 人
を超え、今年は、リピーター出産の方々も多く、喜んで
おります。さらにうれしいことに、9 月から経験豊富な
産婦人科医の着任にも恵まれ、常勤医師 2 名となりまし
た。手術件数は、平成 21 年度 160 件、22 年度は 11 月末
で 105 件、腹腔鏡や子宮鏡下での手術も多く手がけてお
り、患者さんに喜ばれております。（詳しくは加西病院
のホームページをご覧下さい）
　今までは、常勤医師 1 名のため、産婦人科外来の待ち
時間が長く、また、分娩のために医師が不在になり、患
者さんには大変ご迷惑をおかけしておりました。9 月に
個室への改装工事を行い、10 月から２診体制で診察を
行っております。午前中は妊婦検診と婦人科診察が同時
に行っておりますが、完全に個室ですので隣の部屋の声
が聞こえることはありません。
　産婦人科と言えば、最もプライバシーを重視しなけれ
ばなりません。これで安心して診察を受けていただくこ
とができます。常勤２名の医師はそれぞれ経験・実績豊
富であり、今後固定ファンがさらに増えるのではないか
と期待しております。
【助産外来の開設】
　当院の助産師は 13 名全員経験年数 10 年以上、平均経
験年数 21 年という豊富な実績と熱意を生かし、今年度
から助産外来を開設いたしました。妊婦検診は24週以降、
医師と交互の診察で、安心医療と家庭的な医療を目指し
ております。（助産師の顔写真は加西病院ホームページ
に載せておりますので是非ご覧ください）
【マタニティセンターは全室個室・母子同室】
　開設当初以来のこだわりとして、産科単独病棟をとし
ています。院内感染を防ぐためと、妊産婦さんの快適さ
を守るためです。静かなゆったりとした環境で、じっく
りと赤ちゃんとご家族との絆を深めていただきたいと考
えています。助産師は妊産婦とご家族のサポーターとし
て出来る限りご支援させていただきます。最近の患者さ
んの声を個室に置いてあるメモリアルノートから抜粋
し、承諾を得て転載させていただきます。ご協力ありが
とうございました。

これからも益々、加西市や近隣市町、また里帰りの方々
に満足していただける出産と医療推進に努力してまいり
ますので、今後とも、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し
上げます。

　 ● マタニティーセンターでお産された方の感想 ●

　平成 22 年 10 月○日　午前○時○分　帝王切開で○

○○○ｇの女の子を出産しましました！！

　息子 2 人が居ますが、今回初めて加西病院でお世話に

なろうと決めたのは、廣瀬先生が凄く良い先生だったか

らでした♪ちゃんと丁寧に診察していただけて、エコー

の時も聞きたい説明をしっかり教えて頂けたから安心し

ました。10 月から入られた菅原先生も穏やかな喋り方

で、心が和み安心しました。

　今回 3 回目の帝王切開でしたが、3 回目でもかなり不

安でした。でも、初めてカンガルーケアを体験でき、生

まれたばかりの娘を胸のあたりで抱っこしたとき、軽く

て軽くて。それと同時に命の重さを感じることができて

良かったです。術後は後腹が痛くて痛くて（涙）この痛

みをすごく解ってもらえて慰めてもらったり、座薬をす

ぐに入れてくれたり、入院中・・・咳が酷く、咳する度

にキズに響いて（泣）先生も助産師の方々もみなさん心

配して咳を抑えようと色々していただきありがたかった

です。（・・・・・・以下略）
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消化器内科 北 嶋　直 人

　「C 型肝炎」と聞いて、自分には関係ないと思われた
方が多いと思いますが、本当にそうでしょうか？
C 型肝炎はウイルスが血液などを介して感染して起こる
病気で、全国で 150 万～ 200 万人が感染していると推定
されています。
そのうち輸血歴がある方は半数以下に過ぎず、それ以外
の方は過去の予防注射や不適切な医療行為が原因だと考
えられています。
医療現場では現在、同じ注射器・針を違う人に使うこと
はありませんが、厚労省が正式に予防注射について「一
人一筒一針」の通達を出したのは 1988 年です。
従って、23 歳以上の方は、誰でも感染している可能性が
あります。
加西市の人口が 5 万人弱ですので、計算上は 800 人ぐら
いの感染者がおられるはずです。
私の外来に現在定期的に掛かっておられる C 型肝炎の患
者さんは 150 人前後ですので、残りの多くは自分が C 型
肝炎に掛かっていることに気付いていないか、知ってい
て放置しているか、あるいは専門医による適切な治療を
受けていない恐れがあります。
慢性肝炎、肝硬変、肝癌の 7～8 割が C 型肝炎によるも
のですので、症状がないからと放置せずに適切な治療を
受けて、肝癌を予防して下さい。

　自分が C 型肝炎に感染しているかどうか、どうすれば
分かるのでしょうか？血液検査で C 型肝炎ウイルスに対
する抗体が陽性かどうか調べれば良いのです。
保健所や一部委託医療機関（加西病院を含む）などにお
いて肝炎ウイルス検診が行われています。
詳しいことは、一度保健所に問い合わせて下さい。1988
年以前に輸血・血液製剤の投与を受けられた方、大きな
手術を受けられた方は是非とも、それ以外の方も他人事
と思わずに一度は確認して下さい。

　抗体が陰性なら C 型肝炎に掛かっておらず、現在はほ
とんど新たな感染は生じていませんので、今後の心配も
いりません。
万が一陽性なら、C 型肝炎に掛かっている可能性があり
ますので、C 型肝炎ウイルスそのものを血液検査で確認
します。
C 型肝炎ウイルスが血液検査で陽性なら、C 型慢性肝炎
としてさらなる検査が必要となります。
血液検査によって、現在肝臓がどの程度壊されているか
（AST、ALT）と、病気がどれくらいまで進行してしまっ
ているか（血小板数など）を調べて治療方針を検討します。
多くの患者さんは、主治医から AST、ALT が以前より
下がっていると言われると病気が良くなっていると勘違
いされますが、正常（30 以下）に安定しないと病気は肝
硬変、肝癌に向かって着実に進行していると認識する必
要があります。
インターフェロンは、C 型肝炎を完治させる唯一の注射
薬です。現在では週一回の注射が一般的で、多くはその
効果を高める飲み薬と一緒に、半年から一年（場合によっ
ては一年半）の長期間の治療を行います。

C型肝炎の治療「インターフェロン」についてC型肝炎の治療「インターフェロン」について



　インターフェロンによって完治する確率は、C 型肝炎
ウイルスの種類と量で決まります。
日本人の半分は、最も効きにくいタイプ（1 型、高ウイ
ルス群）であり、これまでなかなか完治させることが難
しかったのですが、上記の最大限の治療を行うことで 5
割の方が完治するようになりました。
C 型肝炎全体でみると、7 割の方がインターフェロン治
療で治ってしまう時代になったのです。
インターフェロン治療には残念ながら、多くの場合、
副作用が伴います。
多くの方が経験される副作用は、いわゆるインフルエン
ザ様症状（発熱、悪寒、全身がだるい、頭痛、関節痛など）、
貧血、食欲不振・吐き気、発疹・かゆみ、脱毛などですが、
その多くは症状を和らげる薬を使うことで乗り越えられ
ます。
稀にしか起こりませんが特に注意が必要な副作用とし
て、うつ病と間質性肺炎が挙げられます。
一般的に年齢が高くなるほど副作用が起こりやすくなり
ますので、通常のインターフェロン治療は 75 歳ぐらい
まで、効果を高める飲み薬との併用療法は 70 歳ぐらい
が限界と言われていますが、個々人で体力も大きく異な
りますので、主治医との十分な相談が大切です。
インターフェロン治療には高額な費用が掛かりますが、
現在は一ヶ月の自己負担限度額が 1～ 2 万円で済むよう
に助成金制度が実施されており、以前よりも金銭的な負
担が軽減されています。
「副作用が心配」「お金が掛かる」「症状がない」などの
理由でインターフェロン治療を受けるのをためらってい
る方が、まだ多くいらっしゃると思いますが、一度専門
医に相談することをお勧めします。

　年齢などの問題でインターフェロン治療が出来ない
方、以前に十分なインターフェロン治療を受けたが残念
ながら治らなかった方は（数年以上前のインターフェロ

ン治療なら不十分な治療の可能性があり、再治療を検討
する価値があります）、他の飲み薬や注射を継続して、
病気の進行を少しでも遅くして肝癌の危険性を減らすこ
とが大切です。
飲み薬として有効性が確認されているのは、ウルソデオ
キシコール酸（ウルソ）のみです。
重大な副作用はなく、安価な飲み薬ですので、ほとんど
患者さんに処方をしています。
世間ではウコンなど、肝臓に効くと言われている民間薬
が数多くありますが、何れも全く効果が証明されていな
いばかりか、その副作用で肝臓を悪くする人もあり、注
意が必要です。
注射としては、グリチルリチン製剤とインターフェロン
自己注射があります。
グリチルリチン製剤（強力ミノファーゲン C）は静脈注
射が必要で、週に 2－3 回病院あるいは診療所に受診す
る必要があります。
インターフェロンは先程、完治を目的としての使用方法
を説明しましたが、この場合は少量のインターフェロン
を長期間自分で注射する方法です。
それ以外の治療としては、瀉血療法があります。過度の
鉄分が肝臓に蓄積すると肝炎が悪化することが分かって
おり、余分に蓄積した鉄分を除去するために定期的に血
液を抜いて、わざと軽度の貧血にする治療方法です。　
昔から肝臓に良いと言われているシジミやレバーは鉄分
を非常に多く含んでおり、C 型肝炎の患者さんにとって
はむしろ食べない方が良い食材です。
繰り返しになりますが、上記のようなインターフェロン
以外の治療法では C 型肝炎を完治させることは不可能で
すが、病気の進行を少しでも遅くして肝癌の危険性を減
らすためには有効です。
　最後に、C 型肝炎が進行していくと、肝癌が非常に起
こりやすくなってくことを覚えておいて下さい。C 型慢
性肝炎の段階でも半年に 1 回、肝硬変になると 3ヶ月に
1 回、腹部エコーや CT・MRI の検査を受けることが大
切です。
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整形外科 箱 木　知 也

【骨粗鬆症とは？】
　骨粗鬆症は、骨量（カルシウムやコラーゲンなど）が減っ
て、骨が脆くなり骨折しやすくなっている病気です。
老人の四大骨折といわれる上腕骨骨折、橈骨遠位端骨折、
大腿骨頸部骨折、脊椎の圧迫骨折を起こすことになります。
寝たきりの原因の第 3位を占めるのが骨折・転倒なので、
骨粗鬆症を予防治療することによりある程度寝たきりを
防ぐことができます。

【骨粗鬆症の原因、症状、診断は？】
　原因として老化やカルシウム不足、運動不足、喫煙や
飲酒などが関与しますが、特に女性においては閉経によ
る女性ホルモンの減少が大きな要因となります。
これらの要因により、新しい骨を作る働き ( 骨形成 ) と
古い骨を壊す働き ( 骨吸収 ) のバランスが悪くなること
で骨粗鬆症になります。
このようにいろいろな要因が骨粗鬆症の原因となってい
ます。
しかし、患者様と接しているとカルシウムを補給すれは
骨粗鬆症を防げると勘違いされている人は非常に多いと
思います。
骨粗鬆症は初期には症状はなく、骨折して初めて病気を
自覚する事も少なくないです。
骨が強くなったがどうか、病気が進行していないかどう
かは外見や自覚症状では判断できません。
それを判断するのに骨密度検査、骨代謝マーカーで評価
する事ができます。
最近、WHO( 世界保健機関 ) では、骨粗鬆症の予防・治
療のために、患者様が 10 年以内に骨折する危険率を予
測する FRAX ( Fracture Risk Assessment Tool フラッ
クス ) を開発しました。
FRAXでは、骨密度に、患者様が持っている年齢・喫煙・
家族歴等の危険因子の数を寄せ集めることによって総合
的に判断し、より正確な骨折リスクを予測できるのです。

【骨粗鬆症の治療は？】
　骨粗鬆症の治療はまず食生活に気をつけて適度な運動
を心がけることが大切です。
その上で、骨折を起こす可能性が高い場合には、薬物療
法を早期に始めることで、骨粗鬆症による骨折をかなり

防げるようになってきています。
　骨粗鬆症の薬には大きく分けて骨破壊を抑える薬と骨
の材料を補う薬とがあり、上記の検査をして適切に選択
しなければなりません。
さらに骨粗鬆症に対して根本的な治療をするとともに、
骨折を起こさない環境を作らなければなりません。

　たとえば…
◆ 廊下・階段・風呂場に、しっかりとした手すりやすべ     
　 り止めをつけたりする。
◆ 段差や足元を明るくする
◆ 家の中の整理整頓
◆ 杖を使用する
◆ サンダル、草履を使用せず運動靴を履く等です。

　心当たりの方は受診を！
　骨粗鬆症の予防といいながら単にサプリメントを服用
するだけではなく、骨密度、FRAX、血液検査 ( 骨代謝マー
カー、血中カルシウム等 ) などで自分の状態を知り、必
要なら適切な薬の内服を開始及び日常生活に注意する事
が重要です。
また、その後も症状無くとも定期的なチェックしていく
ことが大切です。
ご心配の方は当院に受診して頂ければ、精査後結果説明
及び日常生活指導等を助言します。

『骨粗鬆症について』『骨粗鬆症について』
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『失神・めまいとは』　～神経内科の立場より～『失神・めまいとは』　～神経内科の立場より～
神経内科部長 石 原　広 之

【失神発作について】
　一過性に意識がなくなり立っていられず倒れこんでし
まう状態を失神発作といいます。
原因としては、過度に血圧が下がってしまった場合や、
不整脈のために心臓から脳へ血液が送れなくなったため
に起こることが多いです。
長時間の起立や過度の緊張により、目の前が暗くなる・
人の声が遠くに聞こえる・冷汗・気分不良に伴って失神
する場合は、自律神経障害のために血圧が下がっておこ
る起立性低血圧や神経調節性失神といった疾患を疑いま
す。突然、目の前が真っ暗になり失神するといったパター
ンでは重篤な不整脈によるものの可能性があります（詳
しくは循環器内科の先生の項を御参照ください）。
糖尿病の治療を受けておられる方で、空腹時に手のふる
え・冷汗・気分不良などが出現した場合には低血糖発作
の可能性が疑われます。その際には砂糖やジュースなど
を摂取しましょう。
また、失神発作のうち約10%は脳自体の問題で起こります。
例えば、腕へ行く血管の狭窄・閉塞により、本来は脳へ
運ばれるべき血液が腕の方へと流れてしまう（盗まれ
る）、鎖骨下動脈盗血症候群といった病気があります。
てんかん発作（厳密に言えば失神発作ではないのですが）
にて意識消失を起こす場合もあります。
痙攣などの症状が目撃されている時はてんかん発作の診
断は比較的容易ですが、状況がはっきりしない場合は脳
波などの検査が必要となります。
神経内科では、頭部 MRI・MRA、頚動脈エコー検査、
脳波検査などで脳に起因した意識消失かどうかを調べま
すが、いろいろ検査をしても原因が特定できないことも
あり、その場合は注意深い経過観察が必要です。
もし失神発作があれば、かかりつけ医の先生に御相談い
ただくか、加西病院の内科もしくは神経内科を受診くだ
さい。
【めまい発作について】
　「めまい」という言葉を聞いて、どのような症状を思
い浮かべるでしょうか？
天井がクルクル回るような症状をめまいと表現する方が
多いと思いますが、雲の上を歩いているような浮遊感の
場合もあれば、貧血のような立ちくらみをそう表現する
こともあるかと思います。「回転性めまい」と「浮動性

めまい」に分けて考えたいと思います。
「回転性めまい」は天井がクルクル回るタイプです。景
色が激しく横揺れする・体が吸い込まれるように感じる
こともあります。
このタイプのめまいは、内耳というところにある三半規
管→脳と内耳をつなぐ前庭神経→脳の中にある脳幹や小
脳といった経路のうち、いずれかの障害で起こることが
多いです。
三半規管の障害としては、良性発作性めまい症やメニエ
ル病が有名です（詳しくは耳鼻科の先生の項を御参照く
ださい）。
ウイルスなどの感染に伴って前庭神経に炎症を起こす前
庭神経炎という病気もあります。
脳梗塞や小脳出血といった脳卒中によりめまい症状を起
こすこともあります。めまい症状だけでなく、ろれつが
回りにくい・手足の力が入りにくい・しびれる・物が二
重に見えるといった症状を伴っている場合は、脳卒中の
可能性が疑われますので、すぐに救急外来を受診してく
ださい。
「浮動性めまい」は、雲の上を歩いているような浮遊感
や乗り物に乗ったようなフワフワ感・フイフイ感といっ
た漠然とした症状です。
このタイプのめまい症状を伴う病気には様々なものがあ
り、この症状だけでは原因は特定できません。
疲れ・肩こりや頭が締め付けられるような頭重感を伴う
場合は、頭頚部の筋肉の過度の緊張により起こることが
あります。
その場合にはマッサージや筋弛緩剤による治療が有効で
す。また、歩いた時に右や左へ一方向に体がふらつく場
合や、手足の脱力・しびれ・ろれつが回りにくいといっ
た症状を伴う場合は、やはり脳卒中の可能性があります
ので、すぐ当院へ受診してください。
他にはアルコール摂取に伴うもの、精神安定剤や睡眠薬
など薬による場合や、ビタミン欠乏によるもの、貧血に
よるもの、血圧が急に上昇した場合や逆に血圧が下がり
すぎたために浮遊感を感じることもあります。
めまい症状でお困りの方は、神経内科もしくは耳鼻科へ
受診ください。
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『失神・めまいとは』　～内科の立場より～『失神・めまいとは』　～内科の立場より～
内科部長 高 橋　明 宏

【失神とは？】
　失神は、短い時間（数十秒の単位）、血圧が低下して
心臓から脳に送る血液量が少なくなり、脳全体が酸素不
足になって意識を失う発作です。もし失神を起こしたら、
すぐに病院を受診して原因を評価することが大切です。

◆ 起立性低血圧
　立ち上がった時に血圧調節がうまく働かずに血圧が下
がってしまう。
◆ 神経調節性失神
　血液の流れを調節している神経の働きに問題があり、
血圧や心臓の拍動が正常に保てなくなる。
長時間立ち続けた時や心理的ストレス、特定の状況、首
周りの圧迫・刺激などで、神経調節作用が過剰に働き、
血圧が低下したり心拍リズムが遅くなったり、一時的に
拍動が止まったりする。
◆ 心原性失神
　心臓の構造的な障害や心拍リズムの一時的な乱れによ
り、心臓から送り出される血液量が低下する。
◆ 脳血管性失神
　脳に血液を送る血管の障害によるもの。

　失神の原因には大きく分けて上の表に示した 4 種類の
原因に分類できます。これらの原因の中で心原性失神に
は突然死など生命にかかわるような重大な心臓の病気も
含まれていますので、すぐに病院を受診して原因を特定
し、速やかに適切な治療を行うことが大切です。
失神の原因がそれぞれどのくらいの割合になっているか
は、神経調節性失神が最も多く約 44％、起立性低血圧は
約 12％、心原性失神は約 14％、脳血管性失神は約 1％、
原因が非失神性のものが約 8％でした。また検査を受け
ても原因がわからないものが約 20％もありました。
【危険な失神】
　危険な失神の代表は心臓病による失神です。不整脈の
ために血圧が低下して失神し、やがて不整脈から回復す
ると血圧が戻ります。失神する前に動悸を自覚すること
もありますが、その前に意識を失うこともあります。
心臓病による失神は急死の前兆と言われ、適切に治療し
ないと生命に関ります。 　

◆ 診断：失神の診断は、病歴、診察、心電図、血圧の立
位変化の評価の 4 つの要素から失神の基本的な診断を行
います。短時間の意識障害があった場合には、常に失神
の可能性を考えることが大切です。失神と診断されたら
心電図検査が必須です。そして、個々の患者さんの特徴
に応じて、必要な検査を追加します。追加検査には、傾
斜台試験、ホルター心電図、心エコー図検査、脳波、頭
部 CT、頭部 MRI、運動負荷心電図、電気生理学的検査
などがあります。また、今年になって新しく行うことが
できるようになった検査法に、植え込み型ループ心電図
があります。
【植込み型ループ式心電計とは ?】
　植込み型ループ式心電計とは、長期間心臓の拍動を継
続的に監視し、不整脈や失神などの症状が起きた時の心
電図を記録する装置です。記録された心電図から、症状
が起きた時に心臓の拍動に異常がなかったかを調べるこ
とができ、失神の原因診断に利用することができます。
植込み型ループ式心電計は、欧米では Implantable Loop 
Recorder(ILR) と呼ばれ、10 年以上前から使われていま
す。国内では植込み型心電用データレコーダーあるいは
植込み型心電図記録計とも呼ばれています。装置の大き
さは約 60mm x 20mm x 8mm のスティック状の小さな
もので、USB メモリーと同じぐらいの大きさです。手術
で胸の皮膚の下に入れて使用します。皮膚の切開は 2cm
程度で手術としては簡単なものですが、当院では手術室
で植え込みます。手術後、傷が回復したらいつも通りの
生活をすることができます。他の心電図検査のように身
体の表面に電極を貼る必要がなく、入浴もできます。診
断ができた後や植込み型ループ式心電計を入れておく必
要がなくなった時は、手術でループ式心電計を体外に取
りだします。皮膚の下に入れる際の手術と同様に簡単な
ものです。
◆治療：失神の原因により、治療方針が異なります。心
臓病が失神の原因である場合には、心臓病の治療を行う
ことが原則で、必要があればペースメーカーや植え込み
型除細動器を植え込みます。神経反射の異常による失神
では、経過観察、薬物治療、ティルト訓練などを行います。
頸動脈洞過敏症候群では、必要があればペースメーカー
の植え込みを行います。
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耳鼻咽喉科部長 堅 田　敬 太

【めまいとは？】
　めまいは、突然発症して、強い苦痛を与える疾患です。
強いめまいによって、このまま死んでしまうのではない
かと感じられる方もいます。
耳鼻科のめまいの多くは徐々に改善していくものだとい
うことを知ってほしいと思います。
めまい症状でどの科を受診されるか、迷われる方も多い
と思います。
内耳からのめまいを耳鼻咽喉科では扱います。
内耳とは、外耳炎のおこる外耳と、中耳炎のおこる中耳
の、さらに奥にあり、音や体のバランスを感じる器官です。
めまいの原因として、約７割が内耳由来ですが、脳出血
や脳梗塞など重篤な内科疾患が原因の場合もあります。
脳梗塞などの診断は耳鼻科だけでは難しく、内科での診
察が必要です。
耳鼻科領域のめまいは、回転性めまいなど症状が強い場
合がありますが、比較的緊急を要する疾患は少ないです。
めまいで受診する場合、昼間であれば耳鼻咽喉科と内科
を、夜間救急であれば内科救急を受診していただき、翌
日耳鼻咽喉科を受診しましょう。
【耳鼻科のめまい疾患について】
　耳鼻科のめまいで、多いものを順にあげると、
　① 良性発作性頭位めまい症
　② メニエール病
　③ 前庭神経炎、めまいを伴う突発性難聴
　　 などが挙げられます。
【良性発作性頭位めまい症】
　内耳の前庭というところにある耳石と呼ばれる石がは
がれおち、三半規管の中に石が入り込んでおこるめまい
です。
症状は、強い回転性めまい（体が回転している感じ、も
しくは視野が一方向に流れる感じ）で、ある体位をとっ
たときに、徐々にめまいがおこり、数秒から数分かけて、
ゆっくり無くなっていきます。
落ち着いても、再度めまいの起こる体位をとると、ぐる
ぐる回ってきます。
石は自然と吸収、もしくは元の位置に戻り、多くの方は
１から２週間くらいで改善します。

【メニエール病】
　内耳は、液体で満たされており、これが振動したり、
頭の動きに合わせて流れたりすることで、音を感じたり、
体のバランスを感じたりすることができます。
メニエール病は、内耳が水膨れになる病気で、内リンパ
水腫と呼ばれることもあります。
症状は、回転性めまい、変動する難聴（低い音が聞こえ
にくい）、耳鳴り、耳のつまり感などがあります。よくなっ
たり、悪くなったりを繰り返します。
薬や生活改善などで上手に付き合っていかなければなら
ない病気です。
【前庭神経炎、めまいを伴う突発性難聴】
　内耳が障害されて起こるめまいのうち、良性発作性頭
位めまい症やメニエール病でない、原因不明のめまいが、
前庭神経炎とめまいを伴う突発性難聴です。
難聴を伴わないものが前庭神経炎、難聴とめまいがある
のがめまいを伴う突発性難聴です。
原因ははっきりとは分かっていませんが、ウイルスや血
の巡りが悪いことが、考えられています。前庭神経炎は、
比較的症状が長く続くことが多く、退院後もふらつき感
が残る傾向があります。
めまいを伴う突発性難聴では、発症後１週間までに、治
療を開始したほうがよいと言われています。
高度難聴であれば、入院加療が必要となります。
めまいがひどくて、歩行困難（トイレに行けない）、嘔
吐がひどい（食事ができない）方は入院して、点滴など
の治療を行います。
症状がかなり改善、消失してから来院されると、めまい
の時におこる目の動き（眼振）がなくなり、診断が難し
くなるので、可能な範囲で症状がなくなる前に受診しま
しょう。

『失神・めまいとは』　～耳鼻咽喉の立場より～『失神・めまいとは』　～耳鼻咽喉の立場より～
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わが町、かかりつけ医
「みのりクリニック」 ご紹介

「横田内科医院」

「みのりクリニック」

「横田内科医院」 ご紹介

〒675-2105
　加西市下宮木町547-1
　　TEL 0790-49-8470
　　FAX 0790-49-8471

〒675-2324
　加西市北条町東南116-1
　　TEL 0790-42-5715
　　FAX 0790-35-9033

鍵　岡　　朗　先生

院長　横　田　　誠　先生

　みのりクリニックは、国道 372 号線
沿いの下宮木町にあります。付近には
九会小学校や給油所、ストアーなど多
くの店舗や医院があります。開院から
12 年がたちます。患者さんは市内の近
隣の方が多く見えられ、内科、外科の
診療や、腰痛、膝の痛みなどの診療も
行っておられます。先生のモットーは、

「何でも言われたことは、その場で早く実行すること、また、目の前のこ
とはその時優先的に。患者さんからの相談はすぐに対応する」などです。
終始和やかな雰囲気でお話をしていただき、先生のお人柄が思い浮かび
ます。先生の今後の益々のご活躍とご健康をお祈り致します。

　 横田内科医院は、県道 23 号線沿い
の北条町東南にあります。先生は昭和
60 年～ 63 年まで市立加西病院に勤務
しておられ ましたが、先輩方の開業な
どの影響もあり昭和 63 年 6 月に横田内
科医院を開院され、22 年が経過したそ
うです。その間 21 年もの間北条中学校
の校医も務められています。医院には

開放感のある広い待合があり、医療設備としてはエコーなどがありまし
た。患者さんは市内の方が多く、風邪や鼻炎などの方や、インフルエン
ザが流行する時期には予防接種を受けられる方も多いそうです。慢性疾
患で通院できる人なども多くこられるそうです。また、診療所が自宅と
同一であるために、往診の依頼があればその都度伺うことができるそう
です。先生からは「毎日自分が人の役に立っているということを考えな
がら、市内の人の求めになるべく応じています。」という心強いお言葉を
頂きました。今後の先生の活躍とご健康をお祈りします。
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　子宮頚がんを予防するには、定期的な子宮頚がん検診
の受診が効果的です。また、子宮頚がんの予防ワクチン
ができ、一般の医療機関で接種できるようになりました。
【子宮がんの種類】
　子宮がんには、子宮頚がんと体がんの２種類があります。
子宮頚がん… 子宮の入り口付近（頸部 ) にできるがん
子宮体がん… 赤ちゃんが育つ子宮本体（体部）にできるがん
この２種類のがんは、原因や発症しやすい年齢・特徴・治
療法が違うため、それぞれについて正しい知識が必要です。
【“子宮頚がん” ってどんな病気？】
　がんと聞くと身近な家族
や親せきにがんになった人
がいるとなりやすいという
イメージがありますが、子
宮頚がんは遺伝とは関係な
く、性交経験のある女性な
らだれでもなる可能性があ
ります。最近では、20 代～ 30 代の女性に急増し若い女
性の発症率が増加傾向にあります。症状はというと、初
期はほとんど無症状ですが進行すると不正出血、おりも
のの異常、下腹部や腰の痛みなどが出てきます。また子
宮頚がんは、他のがんと異なり原因が解明されいて、ほ
ぼ 100％が HPV（ヒトパピローマウィルス）というウィ
ルスの感染が原因です。HPVは皮膚と皮膚（粘膜）の接
触で感染するありふれたウィルスで、女性の約 80％が一
生のうち一度は感染しているといわれています。100 種
類以上のタイプが（日本における 20 ～ 39 歳女性のがん
の発症率推移）あり、子宮頚がんの原因となるのは「高
リスク型」と呼ばれる一部のタイプです。

【子宮頚がんが発生するメカニズム】
　正常な細胞が HPV に感染すると、そのうちの約 10％
が持続感染を起こします。さらに持続感染した細胞の約
10％に細胞異型が起こりますが、ほとんどの場合 HPV

は自然に排除され、細胞は正常にもどります。しかし細
胞が異型を持った状態で放っておくと、そのうちの約
10％～ 30％ががん細胞になってしまうのです。
ふつう子宮頚がんになるまでには HPV 感染から平均 10 年
かかりますので、定期的にがん検診を受けていれば、仮に
癌になる前の状態、前がん病変になっても発見できますし、
この段階で治療すれば、がんになることはありません。

【子宮頚がんの検査法】
◆ 細胞診：子宮頸部の細胞をヘラやブラシなどで採取し、
細胞に異常がないかどうかを顕微鏡で調べる検査
◆ HPV 検査：子宮頚がんの原因となる高リスク型 HPV
に感染しているかどうか調べる検査
一般の検診の多くは細胞診のみを行っています。
【子宮頚がん予防ワクチン】
　子宮頚がんの原因となる高リスク型 HPV の感染を防
ぐワクチンで、海外ではすでに 100 カ国以上の国で使用
されています。日本では 2009 年 12 月より一般の医療機
関で接種可能になりました。３回のワクチン接種で、発
がん性 HPV の感染から長期にわったてからだを守るこ
とが可能です。接種対象は 10 歳以上の女性で、性交渉
前の年齢で接種するのが効果的です。子宮頚がんを予防
するには、ワクチンによる感染予防が大事ですが、ワク
チンを種種しても全ての発がん性 HPV の感染を予防で
きるわけではありません。ワクチンで予防できない子宮
頚がんは、今までのように定期的な検診により早期発見
する必要があります。女性のみなさん！１年に１回は、
必ず子宮頚がん検診を受けるようにしましょう。
　子宮頚がん予防ワクチンは市立加西病院　産婦人科で
も接種できます。
【予約】Tel.0790-42-2200（代）
平日8：30～17時に、産婦人科外来にお電話ください

子宮頚がん検診を受けましょう子宮頚がん検診を受けましょう

中央検査科

（日本における 20～39 歳女性のがんの発症率推移）

国立がんセンターがん対策情報センター、人口動態統計（厚生労働大臣官房統計情報部）

日本における20～39歳女性10万人当たりの各種がんの発症率推移
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　平成 22 年 10 月より当院でも心臓ＣＴ検査が可能とな
りました。この検査では、狭心症や心筋梗塞の診断が可
能です。右下写真は、この検査で得られた心臓の様子で
す。血管はきれいで狭心症ではありませんでした。
　狭心症・心筋梗塞とは、心臓に栄養を送っている血管
が狭窄または閉塞することにより、胸やその周囲が、締
め付けられる、押さえつけられる、重くなる、動悸や息
切れがするといった症状で始まり、場合により心臓が動
かなくなる可能性もある病気です。お年寄りや、糖尿病
の患者様では、症状が自覚されにくく、手遅れになるこ
とも少なくありません。
【稼働状況】
　新しいＣＴ装置は順調で、10 月は 7 人の患者様が心臓
ＣＴ検査をされました。その中から、2 人の患者様の心
臓の血管に狭窄、または閉塞病変が見つかりました。す
なわち狭心症です。お一人はお薬での治療を開始され、
もう一人はカテーテル手術で治療することとなりまし
た。ほかの 5 人の方は心臓に異常ないことがわかり安心
されておりました。
【利点】
　これまで当院では、心臓の血管が詰まっているかどう
かを正確に判断するためには、カテーテル検査をする必
要がありました。すなわち、血管に 1.5ｍｍほどの太さ
の管を入れ、心臓まで進めて、レントゲンに映る液体を
心臓に直接流して撮影しておりました。カテーテル検査
は 2 泊 3 日程度の入院が必要で、検査中に 0.1% 前後の
確率で合併症 ( 脳梗塞、出血、後遺症など ) もあり、検
査の必要性があっても、されない患者様もおられ、その
ため、診断がつかず、手遅れとなる場合もありました。
心臓ＣＴでは、入院は必要なく、合併症 ( 造影剤アレル
ギーなど ) の危険性も 0.01% 以下といわれております。
現在、毎週水曜日の午後に撮影をしております。
ご希望の方は、循環器科医の診察を受けた後、予約をお
とりください。
【検査方法】
　実際の検査では、撮影の 1時間前に来院していただき、
その日のお体の状態 (血圧、脈拍など )をチェックした後、
必要により、脈拍を整えるお薬を服用して、休んでいた
だきます。
検査室に入りますと、心臓の血管を拡張させるお薬を服

用し、点滴をし、呼吸を止める練習をします。
撮影時間は 5 秒程度です。
そのとき造影剤というお薬が体に入るとき少し全身が温
かくなる感じがします。
検査後 30 分ほど点滴をしながら休憩していただき、体
調に問題がなければご帰宅いただきます。
すぐには結果が出ませんので、後日結果説明のためまた
来院していただきます。
重要な異常が認められた場合には、すぐにご自宅に連絡
させていただくこともございます。

ただ、いいことばかりではありません。
診断精度はカテーテル検査が 99% 以上なら、心臓ＣＴは
95% 程度です。　つまり少ないですが、「見落とし」も
ありえるのです。ちなみにほかの検査 ( 負荷心電図、核
医学検査など ) の診断制度は 70% 程度ですので、それよ
りははるかによいです。
また、心臓ＣＴ検査の撮影では 20 秒程度呼吸を止める
必要があったり、不整脈のある方、脈拍のはやい方では
うまく撮れなかったり、腎臓の悪い方、喘息やアレルギー
体質の方では合併症の率が上がります。
放射線検査ですので、妊婦や小児では他の検査のほうが
よい場合もあります。
狭心症が疑われる患者様で、心臓ＣＴをしたほうがよい
か、他の検査をしたほうがよいか、相談したい方は、当
院内科の循環器専門医を受診してください。

最新CT導入しました最新CT導入しました
循環器科　副部長 山 口　仁 史
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　私達医事課の職員は、患者の皆さんができるだけ早くスムーズに診察を受けていただけるようサポートして
います。また、受付や会計の待ち時間の短縮を心掛け、日々業務に励んでいます。

◆ 医事課の主な業務
　　①外来業務…外来受診される患者さんの受付・登録・案内と、その診療費の計算と会計を主に行います。
　　②入退院業務…入院患者さんの受付・登録・案内と、診療費の計算と会計を行います。また病棟で看護師の
　　　事務作業の補助を専属で行う仕事もあります。
　　③保険請求業務…患者さんからいただく“自己負担分”を除いた残金を保険者（健康保険組合、政府、市町
　　　村など）に請求します。その為に、診療報酬点数の算定と診療報酬明細書（レセプト）の作成をして、医療
　　　費の請求を行います。

◆ その他の業務
　　医事課では施設基準の管理事務も行っています。施設基準とは厚生労働省が定めた基準をみたす病院を表
　　します。病院において、安全面やサービス面等を評価したものです。
◆ 加西病院の取得している施設基準

ー 医事課ってどんなところ？ ー

一般病棟入院基本料(7:1) 褥瘡患者管理加算 栄養サポートチーム加算

臨床研修病院入院診療加算 ハイリスク妊娠管理加算 医療安全対策加算

救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算 急性期病棟等退院調整加算1 療養環境加算

診療録管理体制加算 救急搬送患者地域連携紹介加算 重症者等療養環境特別加算

医師事務作業補助体制加算 亜急性期入院医療管理料1

急性期看護補助体制加算 栄養管理実施加算

糖尿病合併症管理料 呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ） 無菌製剤処理料

がん性疼痛緩和指導管理料 医薬品安全性情報等管理体制加算 輸血管理料Ⅱ

がん患者カウンセリング料 医療機器安全管理料1 大動脈バルーンパンピング法

地域連携診療計画管理料 HPV核酸同定検査 （IABP法）

地域連携診療計画退院時指導料（Ⅰ） 検体検査管理加算（Ⅰ）・（Ⅱ） 医科点数表第2章第10節手術

肝炎インターフェロン治療計画料 神経学的検査 の通則6及び7に掲げる手術

薬剤管理指導料 麻酔管理料Ⅰ ペースメーカー移植術及びペー

小児食物アレルギー負荷検査 外来化学療法加算1 スメーカー交換術

心大血管疾患リハビリテーション料（Ⅰ） 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 埋込型心電図記録計移植術及び

脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ） ※冠動脈CT撮影加算 埋込型心電図記録計摘出術

運動器リハビリテーション料（Ⅰ） CT撮影及びMRI撮影（1.5テスラ） 画像診断管理加算１・２

■ 基本診療料

■特掲診療料
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ー 新任医師の紹介 ー

菅  原　正  人

　平成２２年9月着任の産婦人科、菅原正人です。内分泌

学、不妊症、不育症が得意分野です。

これまで廣瀬先生が孤軍奮闘されてましたが二人体制と

なり、若干余裕ができたかと思います。

皆様に信頼していただけるよう、手術や分娩もがんばり

ますので、どうぞよろしくお願いします。

菅　原Dr.

黒  岩　祐

　整形外科の黒岩祐です。当科では外傷、骨折治療から

変性疾患まで幅広い診療を行っております。

患者さんが納得されるまで、わかり易く説明し、より適

切な治療ができるよう心掛けております。

どうぞ宜しくお願い致します。

黒　岩Dr.

菅　原 Dr.

黒黒　岩岩 Dr.Dr

菅菅 原原 Dr

8～12月のテーマ名、過去の内容はホームページからご覧いただけます

チョイ耳待合広場チョイ耳待合広場

開催日：第１月曜日・第３木曜日　10：00～

・上手な介護サービスの使い方　　・子宮ガンについて

・本院における腹腔鏡手術　　　　・飲み込み障害について

・子宮頚がん検診を受けよう　　　・ドライアイについて

・胃癌について　　　　　　　　　・皮膚の乾燥について

・睡眠について　　　　　　　　　・インフルエンザを知ろう
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◆ご寄付◆

イベント情報広場イベント情報広場

◆設　備◆

8月　大型液晶65型TV　薬局待合前
　　  チョイ耳待合広場にも利用しています

10月　ベッドサイド床頭台を入れ換え上部にデジ
　　　 タル対応17型TV、下部に冷蔵庫（左写真）
12月　3～6病棟の廊下補修（床の凹凸）を行いました
　　  （右写真）

9月30日　第4回加西病院市民フォーラム　場所：ラヴィ加西　
　参加者は120名余りと、やや少なくPR不足が考えられた。院長の基調講演
　「医療制度改革下の地域医療と加西病院」の後、病院と市民の意見交換が行われました。

10月23日　第31回院内研究発表会　
　　　　　　場所：地下講堂
　パネルテーマ「チーム医療を考える」

12月16日　感染防止ネットワーク　
　　　　　　場所：ラヴィ加西
　講演「ノロウイルスについて」

11月18日　大規模災害訓練 　
　　　　　　場所：院内

11月26日　医療安全大会
　　　　　　場所：講義室
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初 再 診
(9：3０～１2：0０）

予 約 診
(14：００～１5：3０）

（検査・処置・手術） （検査・処置・手術） （検査・処置・手術）

※高  橋 ※山　邊 ※北  嶋 ※國　吉
（第１木曜以外） ※山　谷
※山　邊
（第１木曜）

大　瀬
（消化器）

山　谷
（消化器・代謝・血液）

高　橋／交替診療
（虚血性心臓病）

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 ※生　田 ※生　田

※山  口 ※佐　竹 ※蓬　莱 ※山　下 ※高　取

岡　村／蓬　莱

※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

※工　藤

（手術日）

（学童外来） （手術日）

増　永 岡　村／増　永 久保田 久保田／蓬　莱

久保田

藤　原 枝　川 藤　原 橋　根辻　河

岡　村 久保田 蓬　莱 岡　村

増　永

増　永

増　永 岡　村 久保田

岡　村 久保田 蓬　莱

※菅　原 ※神　大 ※菅　原※廣　瀬 ※廣　瀬

菅　原 手　術 （産後検診・手術）廣　瀬 廣　瀬

※廣　瀬 ※廣　瀬※菅　原 ※菅　原

※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）

水　戸
（第4木曜・予約診）

※平　井
（第２・4木曜）

※神　大
（第1・3・5木曜）

竹　内
（初診のみ）

林
（術前診）

林
（術前診）

林
（ペインクリニック）

林
（ペインクリニック）

（乳児検診）
（アレルギー・予防接種
夜尿症・脳神経・低身長）

（コンタクト外来）
第４金曜日のみ受付11：00まで

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

※竹　内 ※竹　内 ※竹　内

※姜 ※姜 ※姜

※小　坂 ※小　坂 ※小　坂

手術日

※工　藤 ※工　藤
寺　嶋

（粒子線センター連携）

秦

山　邊 河　合 山　谷 高　橋 山　邊

※石　原 ※石　原

※野　田 脳ドック

※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 ※宮　崎 箱　木 ※宮　崎

堅　田 堅　田 堅　田 神　大 堅　田

受付窓口①へ
お越しください

【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

ホームページ　http://www.hospital.kasai.hyogo.jp   Eメール  jimukyoku@hospital.kasai.hyogo.jp
発行　市立加西病院 〒675-2393 兵庫県加西市北条町横尾1-13　　 0790 42 2200　編集　広報・学術・教育委員会

● ※予約の患者さまも含まれます。●小児科BCGは要予約です。
●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。
●木曜の泌尿器科は手術等で外来時間が変更になる場合があります
　ので、受診される際には電話でご確認ください。
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