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クロアチアへ行ってきました。

　今年9月のシルバーウィーク、いつもならどこかで休日出勤しなければならないのですが、なんと今回は5
連休、さらに夏休みを併せて10日間休めることになってしまいました。今までこんなことはなかったし、これ
から先あるかもわかりません。わずかな生活費とインスタントラーメン5袋パックを夫に託し、クロアチアへ旅
立ちました。行ってみたいと思っていたくせに、どこにあるかも知らなかったクロアチアをちょっとだけご紹介
させてもらいますね。

　では、1つめは『ドブロブニク』です。
　「アドリア海の真珠」と称される、美しいところです。ぐるっと城
壁に取り囲まれて、旧市街がびっしりあります。観光客も、うじゃ
うじゃいました。
　教会やカフェ、何かわからない建物、普通に住居もあり、かわい
いという表現はおかしいかもしれないのですが、とてもかわいら
しい街並みでした。その街並みを城壁の上を歩きながら眺めた
り、近くの山にケーブルカーで登って眺めたりしたのですがこれ
また素敵で。空と海の青と、オレンジ色の屋根と、白い壁とのコン
トラストがすごくきれいでした。

　2つめは『クレムシュニテ』です。
　これはクロアチアの伝統的なスィーツで、地方やお店で多少の違いがあ
るみたいですが、薄いパイ生地の間に高さ6cm程全部クリームが挟まれ
ています。
　全部クリーム？！うぇ～　っと思った方もいらっしゃるのではないでしょ
うか？
　大丈夫です！クリームがふわっっとしていて、意外に甘さ控えめでペロリ
と食べられます。写真は今旅2個めのクレムシュニテなのですが、この30
分後、私の胃袋にはチョコレートケーキも投入されました。

　そして3つめ、私が一番楽しみにしていた所の『プリトヴィッツェ湖群国立公
園』です。
　ここは、世界の絶景にも選ばれるこれまた美しいところです。200㎢の中に
たくさんの湖と滝があります。この日だけは絶対に晴れてほしいと思っていた
のですが、逆にこの日だけ小雨がぱらつく残念なお天気となってしまいました。
湖の水が、泳ぎたいと思ってしまうくらいすごくきれいで、エメラルドグリーン
だったり場所によりいろんな色にみえます。マイナスイオンをバシャバシャ浴び
ながら、湖のそばの木々に囲まれた道を散策してすごく気持ちよかったです。

　日本と違う風景を眺めたり、ドギマギしながらしゃべりかけたり、楽しくて
あっという間の9日間でした。
　まだまだ行きたいところはたくさんあります。何年か先のカレンダーを眺め
ながら、次はいつ行けるだろうかと私は密かに企んでいます。
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副院長　麻生　憲史

　まだ日中は汗ばむ陽気ではあるものの、朝
夕は少し肌寒く秋の訪れを感じさせる今日こ
の頃、皆様におかれましては如何お過ごしで
しょうか。
　医療界を取り巻く環境は日々変化しており
ます。その中でも今年の10月1日より開始さ
れます「医療事故調査制度」は医療界がこれ
までに経験したことがない新しい制度として
スタートするものです。
　本日はこの紙面を借りて本制度を説明させ
て頂きます。なお、以下の文には最近の出版
物や協議会の議事録などから文章を引用して
おります。
　一言でいうと死亡につながる医療事故が生
じた場合、遺族へ説明し第三者機関「医療事
故調査・支援センター」へ届出し、支援団体か
ら必要な支援を受けつつ院内調査を行い、そ
の結果を遺族へ説明しセンターへ報告するも
のです。センターは収集した情報の整理及び
分析を行い、医療者の責任追及ではなく再発
防止に関する普及啓発などを行なうことが本
制度の目的と言われております。
　制度開始前に様々な議論がありますが、中
でも多いのが届出の基準です。医療事故に該
当するかどうかを判断するのが最初の重要な
ステップであります。医療事故の定義は、「医
療に起因し、または起因すると疑われる死亡・
死産」「管理者が予期しなかったもの」となっ
ておりますですが、この“予期しなかった”と
はどういうことか？　一般論ではなく、個々の
患者の可能性について、診療録等に記載して
あるかということです。管理者が判断に苦慮
する場合には、センターや支援団体に相談で
きることになっております。事故と判断したら、
あらかじめ遺族に報告する旨を説明し、遅滞
なく報告（届出）するとされています。その後

ごあいさつごあいさつ
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院内調査が始まるわけですが、ここでも支援
団体に必要な支援（「助言」＝調査手法・報告
書作成・院内事故調査委員会の設置運営に関
すること、「技術的支援」＝解剖・Ai、院内調
査に関わる専門家の派遣）を頂きます。
　院内調査には外部の専門家を入れることを
原則にすると言われています。
　さて、ここで支援団体とは？
　医師会、大学、基幹病院、病院団体など、数
多くが支援団体になっています。支援団体相
互の連絡調整が不可欠であり、この役割を主
に担うのが、都道府県医師会です。上記の医
療事故の判断に関する相談や調査に関する支
援の他、制度全般に関する相談を受け付けま
す。どんな支援を求めるかは、医療機関の判
断によって異なります。
　院内調査が終了すれば、その結果をあらか
じめ遺族に説明した後に、センターに報告し
ます。医療機関が行う調査の費用は、医療機
関の負担です。
　以上が一連の流れですが、まだ理解が不十
分で、制度について間違って理解していること
もある、院内の体制も整っていないなど問題
もあると思いますが10月1日からスタートし、
来年6月をメドに見直されることになっており
ます。
　大切なのは、日々患者さん・ご家族さんへ
説明し良好な信頼関係を築くことだと考えま
す。一方で、説明内容はカルテに記載すること
も大切です。
　最後になりましたが、今年の4月より当院に
循環器内科の神田医師が常勤となりました。
今後は救急患者さんにより一層充実した診療
が出来ると信じております。当院職員一同、患
者さんにやさしい医療を心がけて診療・看護
にあたりたいと存じます。

C型慢性肝炎の新しい治療
（C型肝炎は、ほとんど治る病気へ）

　現在C型肝炎ウイルス罹患者は全国で100-150万人いるといわれています。C型肝炎を放置して

おくと肝炎から肝硬変と進行し肝臓がんを高率に発症します。このため、わが国では抗ウイルス治療

として1992年からインターフェロン治療が行われてきました。当初はインターフェロン単独療法が

行われましたが、日本の患者さんで多数を占めるジェノタイプ1型の症例に対しての著効率は極めて

低いものでした。2001年から経口ウイルス剤であるリバビリンを併用。2004年からペグインター

フェロンとリバビリンの併用療法、2011年からはさらに直接作用型抗ウイルス剤：ＤＡＡのテラプレ

ビルとリバビリン、ペグインターフェロン3剤併用療法がおこなわれるようになりました。著効率も

70％を超し、C型肝炎の治療は飛躍的に進歩してきました。

　しかしインターフェロンを含む治療はどうしても治療の副作用が強く（全身倦怠感、消化器症状、

発熱、血球減少など）患者さんへの大きな負担が問題となっていました。昨年９月、ジェノタイプ1型

の慢性肝炎に対し2種類の経口DAA製剤の併用療法である、ダグラタスビルとアスナプレビルが、

ブリストルマイヤーズ社から発売されました。この薬は約6ヶ月間服用します。治療前のウイルスの耐

性変異により治療効果の差が言われています。しかし耐性変異の検査を行い、耐性ウイルスを持た

ない患者さんに対して使用すると90％近くの著効率を示します。今年5月、ジェノタイプ２型の患者

さんに対し治療期間3か月で、著効率が高い（95%～100%）、ソホスブビルという薬が発売されま

した。前述のリバビリンと併用して使用します。リバビリンによる貧血は注意が必要ですが副作用が

少なく使用しやすい薬です。また今年9月ジェノタイプ1型の患者さんに対し、このソホスブビルと

NS5A阻害薬であるレジパスビルとの配合剤（ハーボニー）が発売されました。治療期間3か月で治

験の結果では副作用が少なく、100%に近い確率で治ると考えられています。

　この様に次々と新しい経口薬が発売されC型肝炎はほとんど治る病気となりました。これからはC

型肝炎の患者さんを早く発見し、治療を行う事が我々臨床医の責任であると考えます。最後に忘れ

てはならないのがウイルス消失後もインターフェロン治療の時と同様に発がんの有無につき経過観

察していくことは必要です。

消化器内科 内視鏡部長　馬渡　文弘

C型慢性肝炎は、治療しないと10年～30年後に肝硬変、肝臓がんに移行しやすい

正常 慢性肝炎 肝硬変 肝がん

10年～30年

Ｂ型・Ｃ型肝炎の抗ウイルス治療に対して、医療費の助成を受けることができます。
詳しくは当院窓口にてお尋ねください。

（厚生労働省のホームページ：www.mwhw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou09）
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切らずに治せる内痔核のはなし

トピックス

外科　山口　泉

　今回は、内痔核の最新治療法であるジオン注射(硬化療法)についてご紹介します。

　肛門には静脈叢(じょうみゃくそう)という血管の集合した部分
があり、肛門内にある液体を漏らさないようにするクッションの
働きをしています。この静脈叢がうっ血して痔核を形成します。内
痔核とは肛門の粘膜側に出来る痔核で、外痔核は皮膚側に出来る
痔核のことを言います。

病気の起こる原因は
　・便秘／下痢
　・排便時間が長い（“息む”時間が長い）
　・暴飲暴食、刺激物の摂取（香辛料やアルコール）、食物繊維不足
　・立ちっぱなし、座りっぱなしの生活、など
　これらの原因を取り除くことで、痔核の発生、悪化を予防することが出来ますが、起こってしまっ
た痔核は治りません。

痔核の症状と治療

　ジオンとは、2005年3月に発売された比較

的新しい内痔核硬化薬です。患部に注射する

事により、患部が炎症を起こし、組織を繊維化

します。これにより、痔核が硬化し、切除するこ

内痔核（いぼ痔）とは？

ジオン注射＝切らずに治せる！

最後に

痔核＝うっ血した血管のかまり

痔核＝生活習慣病

症 状

治 療

出血のみ 脱出するが
自然に戻る

脱出しても
自然に戻らない 常に脱出している

生活改善、内服、軟膏など 硬化療法(注射)、手術

となく萎縮します。痔核の消失率は術後28日で手術と同程度という結果出がており、これから痔

核の治療法の第一選択になりうる治療法です。ただし、どのような治療法にもいい面と悪い面があ

りますので、これらを吟味して治療を選択する必要があります。

ジオン注射のメリットは

　・手術と比べて痛みや出血が少なく、治療期間も短い

　・手術と比べて短期入院が可能(当院では原則2泊3日、場合によって1泊2日)

　・治療費が手術の1/3～1/2程度（保険診療の場合）で、経済的負担が軽減される

ジオン注射のデメリットは

　・結紮切除術に比べ再発率が高い(手術:2％程度、ジオン注射:術後3年で10％程度)

　・外痔核には効果がなく、すべての痔核に使える訳ではない

　・治療技術の教育を受けた医師の在籍する病院でしか治療が出来ない(当院は施行可能)

　現在当院でジオン注射の適応としている患者さんは、「排便時やりきんだ時、また何もしなくて

も痔が出てくる」「指やティッシュで押し込まないと痔が戻らない」などでお困りの方です。

治療の大まかな流れは

　ジオン注射は治療に伴う痛みが少なく即効性がある、非常に満足度の高い内痔核治療です。現

在治療法として第一選択的に行われつつあり、当院でも施行可能です。おしりに関する困りごとが

ありましたら、お役に立てればと思いますので、お気軽にご相談ください。

手術後２時間程度の安静→歩行、食事再開
診察後退院、排便、入浴開始

通院・診察

経　過

出血の軽減
痔核の縮小

痔核の痔退縮

当　　日
翌　　日
1週間後
2週間後
2ヶ月後

ジオンは痔を切除せず小さくする

平成27年度褥瘡対策委員会第1回院内研修会を開催しました！
褥瘡対策委員 栄養部課長　大下　正美

　「褥瘡患者さんのための栄養ケア」という演題で、（株）クリニ

コ　山本真望先生にお話しいただき、その後、リニューアル品

や、その他当院でも提供している飲料等の試飲・試食会を開催

しました。

　医師や看護師、コメディカルなど院内より約60名の参加が

ありました。褥瘡に関わる栄養の知識を習得し、また普段より

患者様に提供している飲料やゼリーが「いったい、どんな味な

のか？」「美味しいの？？？」・・と、参加くださった皆さんに実際、味わってみてもらうことができました。
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　みなさん、こんにちは今回は十善会病院手術室の紹介をさせて頂きます。

　手術室は十善会病院の６階にあり、大・中・小の３部屋で、小規模ながら年間約1000件（Ｈ26

年度は1082件）の手術を行っています。消化器外科・脳神経外科・整形外科・形成外科・泌尿器科

と５つの科が、毎日ひしめき合い、時に譲り合いの精神で多種多様な手術を行っています。そん

な手術室は、辻本手術室部長のもと、12名の看護師（うち男性３名）と1名の看護補助者で日々の

業務に携わっています。最近は、男性スタッフも増え個性豊かでパワフルなメンバーと、それよ

りもはるかに個性豊かな先生方と共に、患者様の笑顔のために日々頑張っています。手術室とい

う未知の世界へ不安を抱え入室してくる患者様が、少しでもリラックスし手術に臨めるよう

日々努力しておりますが、時にうるさい！？なんてことも・・・すみません。

　皆様もご存じ？の通り当院は救急病院でもあり、手術室看護師は、いつでも緊急手術に対応で

きるよう、深夜帯や休日は救急室での勤務も行いながら24時間体制で待機しています。

　望まぬとも手術となった患者様のために私たちがいます！

患者様の笑顔のために、私たちも常に笑顔で安心を提供できる手術室でありたいと思っていま

す。

手術室紹介 手術室師長　神辺　みち

　こんにちは！私たちは、患者さん方が抱える様々な問題をお聞きし、解決できるよう（できない場合は
少しでも軽減できるよう）努めています。
　当院には、相談員が５名おり、“救急から在宅まで”を合言葉に、入院調整から退院支援までとみっちり
関わっています。病棟ごとには地域連携室相談員を１名ずつ配置し、主に退院支援（よろず相談に近い？）
を行っています。外来患者さんの相談や医療費の相談については、医療福祉相談室がお受けしています。
メンバーは５名の相談員に加え、ちょいダンディで笑顔が素敵な笠室長といつも優しい（時に厳しい）母
的存在の事務の原さんの７名です♪
　面談・カンファレンス・院外スタッフとの連絡調整など・・・と毎日が本当に忙しく、時に涙することもあ
りますが、元気に退院していく患者さんの笑顔はやっぱり嬉しいもので、疲れも一気に吹っ飛びます！患
者さんの身の上話も実に勉強になり、30代前半の私でさえも全てを経験した偉人な気分になります。地
域柄、繁華街でもあり、お酒に酔った患者さんと格闘することもありますが（若い頃は苦戦してました）、
今では慣れたもんです。愚痴を聞いて、気持ちよく帰ってもらえればそれでいいんです(^～^)!
　新しい福祉サービスができたり、制度も改正されたりと、日々変化しています。月１回は勉強会を開催
し、情報交換（最後には相談員あるある話）をし、切
磋琢磨しながら頑張っています。
　こんな私たちですが、一人で悩まず、お気軽にご
活用ください。秘密厳守です。病棟担当相談員は
ナースステーションで声をかけてください。医療福
祉相談室は、外来受付横の⑩番のお部屋です。

地域連携室　梶山　奈津子

お困り事はありませんか？
患者さんやご家族の不安や悩み解消のお手伝いをさせて頂きます！

地域連携室・医療福祉相談室をぜひともご利用ください。

☆入社3ヶ月の新人です☆

宮崎　公美
（次長･看護師）
６階病棟担当

笠　伸年
(病院長)
室長

山田　陽子
(社会福祉士)
５階病棟担当

工藤　薫
(社会福祉士)
2階病棟・

医療福祉相談室担当

梶山奈津子
(社会福祉士)
４階病棟担当

原　庸子
(事務)

辻本　ゆき枝
(社会福祉士)
３階病棟担当

病気について不安なことがある・・・
医療費はどの位かかる？

転院する病院や福祉施設はどんなところ？
退院後の生活が不安・・・
家に手すりはつけられる？

車椅子や杖はどうやって準備したらいい？
介護保険？身体障害者手帳？どんなサービスが受けられる？

平成26年度面談件数
地域連携室　　　5746件
医療福祉相談室　　556件

年々、増加しています。
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No.48放射線科　増田　あかね

クロアチアへ行ってきました。

　今年9月のシルバーウィーク、いつもならどこかで休日出勤しなければならないのですが、なんと今回は5
連休、さらに夏休みを併せて10日間休めることになってしまいました。今までこんなことはなかったし、これ
から先あるかもわかりません。わずかな生活費とインスタントラーメン5袋パックを夫に託し、クロアチアへ旅
立ちました。行ってみたいと思っていたくせに、どこにあるかも知らなかったクロアチアをちょっとだけご紹介
させてもらいますね。

　では、1つめは『ドブロブニク』です。
　「アドリア海の真珠」と称される、美しいところです。ぐるっと城
壁に取り囲まれて、旧市街がびっしりあります。観光客も、うじゃ
うじゃいました。
　教会やカフェ、何かわからない建物、普通に住居もあり、かわい
いという表現はおかしいかもしれないのですが、とてもかわいら
しい街並みでした。その街並みを城壁の上を歩きながら眺めた
り、近くの山にケーブルカーで登って眺めたりしたのですがこれ
また素敵で。空と海の青と、オレンジ色の屋根と、白い壁とのコン
トラストがすごくきれいでした。

　2つめは『クレムシュニテ』です。
　これはクロアチアの伝統的なスィーツで、地方やお店で多少の違いがあ
るみたいですが、薄いパイ生地の間に高さ6cm程全部クリームが挟まれ
ています。
　全部クリーム？！うぇ～　っと思った方もいらっしゃるのではないでしょ
うか？
　大丈夫です！クリームがふわっっとしていて、意外に甘さ控えめでペロリ
と食べられます。写真は今旅2個めのクレムシュニテなのですが、この30
分後、私の胃袋にはチョコレートケーキも投入されました。

　そして3つめ、私が一番楽しみにしていた所の『プリトヴィッツェ湖群国立公
園』です。
　ここは、世界の絶景にも選ばれるこれまた美しいところです。200㎢の中に
たくさんの湖と滝があります。この日だけは絶対に晴れてほしいと思っていた
のですが、逆にこの日だけ小雨がぱらつく残念なお天気となってしまいました。
湖の水が、泳ぎたいと思ってしまうくらいすごくきれいで、エメラルドグリーン
だったり場所によりいろんな色にみえます。マイナスイオンをバシャバシャ浴び
ながら、湖のそばの木々に囲まれた道を散策してすごく気持ちよかったです。

　日本と違う風景を眺めたり、ドギマギしながらしゃべりかけたり、楽しくて
あっという間の9日間でした。
　まだまだ行きたいところはたくさんあります。何年か先のカレンダーを眺め
ながら、次はいつ行けるだろうかと私は密かに企んでいます。
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