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患者さん本人の立場に立った医療

１．早期診断、早期治療、早期リハビリテーション
　を医療の基本指針とします。

２．診療にあたっては、インフォームド・コンセン
　トを基本にして、患者中心の医療を展開します。

３．早期退院と医療の継続を目的に病診連携、保健、
　福祉の連携など、地域につながるチーム医療を展
　開します。

４．地域医療を支援する施設として、常に医療水準
　の向上に努めます。

５．経営基盤の確立に努め、協働、相互扶助、相互
　啓発を職場の規範として活力ある病院づくりを進
　めます。

病  院  理  念

病  院  指  針

病  院  理  念

病  院  指  針

　地域に信頼され、親しまれる病院を

目指して、みなさまと当院をつなぎ、

森に差し込む“こもれび”のような、

ひとすじの光をお届けしたいと思い

ます。
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医療情報

外科 診療部長 川下　雄丈
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『低侵襲外科手術』について

　外科手術は日進月歩です。たとえば胆石手術での傷の大きさ

を年代別に示したのが図１です。

　腹腔鏡手術の普及により数ヶ所の穴をあけるだけで手術可能

となりました。

　歴史的には20世紀に入り現在の外科手術の原型ができあ

がったわけですが、当初は手術のやり易さが追及され、とにか

く大きく切って広い術野で手術を行っていました。今から考え

れば、術後のキズの痛みは相当なものだと考えられます。

　本来切る立場の外科医が手術を受けたら、その想定外の痛さ

に術後に通常は使わない麻薬（モルヒネ）を使用したという逸

話まであります。

　ところで穴を開けるだけでなぜ手術が可能なのでしょうか？

そのカギの一つは、以前から診断目的で使用されてきた腹腔鏡

（ふくくうきょう）の応用です。すなわち、穴からおなかのな

かに炭酸ガスを注入し膨らませることにより、擬似的な作業空

間を作成することです。二点目は、小さな穴を通すことができ

るいわゆるマジックハンドの原理で作成された細い手術器械

（鉗子）の開発です。腹腔鏡で写したおなかの中の映像をモニ

ターに写し、それを外科医、介助の看護師でみながら手術を行

うという方法です。（図２）

　手術後の回復が早い、癒着（ゆちゃく）が少ない、痛みが少

ない、美容上も良いなど多くの利点があります。

　こうした腹腔鏡が発達してきた背景には、一通りプラトーに

達した伝統的な手術手技が時代の要請もあって低侵襲手術（体

への負担の少ない手術）を志向するようになってきたことがあ

ります。現在の保険給付される主な対象疾患としては、胆石

症、ヘルニア（脱腸）、胃癌、食道癌、大腸癌、虫垂炎、気

胸、肺癌、胃・十二指腸潰瘍穿孔、一部の肝胆膵腫瘍などとさ

れております。

　例えばソフトバンクの王貞治元監督は、胃癌の腹腔鏡下胃全

摘術を受けられました。また、サザンオールスターズの桑田さ

んも胸腔鏡手術で発声にかかわる神経を愛護的に扱うことで現

場に復帰され、最近新曲を発表されました。

　しかし、腹腔鏡手術にはおのずと限界があります。癌が大き

すぎる場合や強い癒着がある場合、また全身の状態が悪い人な

どは適応となりません。また、モニター画面は二次元の感覚に

近いため、多くは開腹手術より長い時間を必要とします。

　最近では、臍一ヶ所のキズから手術を行う単孔式手術も行っ

ております。臍にほぼキズが隠れてしまうため術後の傷跡は、

ほとんど目立たなくなりました。（図３）

　さらに欧米では、ロボット手術が急速に普及しつつあり、本

邦においてもその有用性が明らかにされてきています。誤解さ

れやすい所ですが、これはロボットが手術をするのではなく、

あくまで外科医が手術を執刀し腹腔内に挿入する手の代わりに

ロボットの手が使われるそんなイメージです。（図４）

　人間の手より自由度の高い多関節型の鉗子、手振れ補正機能

など従来の手術をさらに精密に行うことができ、将来的には間

違いなく標準化されていくと言われています。

図１

図３

胆嚢摘出後後 虫垂切除後

図２

図４
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部 門 紹 介 

ススタタッッフフ及及びび手手術術室室数数

●● 麻麻酔酔科科医医師師 ３３名名

●● 看看護護師師 １１７７名名（（男男性性

●● 手手術術室室５５室室（（ババイイオオクク

腹腔鏡下手術の様子

性性５５名名、、女女性性１１２２名名））

リリーーンンルルーームム１１室室））

脳外科手術

イケメ 揃いのン＆美女 スタッフ

の様子

器

麻

増

手

状

り

酔

ま

また、ご家族の方にも

室を訪問し、手術の進行

でいます。 

医師や病棟と連携を図

島原病院手術室では、外科・整形外科

科の手術を年間約 1,600 件（全身麻

酔 700 件）行っています。外科では、

えています。 

目的に、手術前・手術後訪問を行っています。

術中安心して待っていただけるよう、

況や、患者さんの様子をお伝えするこ

、安全・安心の医療の提供に努めてい

・脳外科・泌尿

700 件、脊椎

腹腔鏡下手術が

できるだけ待合

とにも取り組ん

す。

・・・・ てててて研研修修医医・・医医学学生生 救救急急救救命命士士・・看看護護学学生生のの研研修修もも実実施施しし いいまますす。。

手術室はイケ

手術のない時

最新の高額医

新しく今風の

ドラマに出て

メン＆美女揃いです！ 本当かな？

なら内部の見学もできますので、見に来て下

療機器もありますよ。

術衣も導入しました。

くるみたいで良いでしょう！

下さい。

看護師は患者さんに安心感を与え、寄り添った看護を
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連携医療機関のご紹介

開業されたのはいつですか？ 
平成１８年７月７日に開業しました

す！ 

父が昭和５０年から開業していたので

年に閉院しました。一回廃院届を出した

の継承じゃなくて、新規開業なんですよ

開業したときの思いをお聞かせください
これといって強い思いがあって開業し

いんですが、地元（南島原市）の地域住

に立てればと思い開業しました。勤務医

ことも、開業医ではできることもありま

ただ、４０代半ばで開業したので、年

たかなという思いがあります。 

先生の専門は消化器ですが、どのような

いですか？ 
開業当初は、消化器だけ診ようと思っ

が、実際はいろんな患者さんが来院され

消化器・呼吸器など何でもですね。一番

邪の患者さんですね。よろず相談所です

中には、何処か他の病院を紹介してく

けで来院される方もいらっしゃるんです

受付窓口と待合室 

これからの医療は、役割分担と連携が大

いつもご協力いただいている地域の医療

。七夕の日で

すが、平成４

ので、父から

。 

い。
たわけではな

民のために役

ではできない

すからね。 

齢的に遅かっ

診療以外でされていること
校医として、小学校１校

４園、それとグループホー

に訪問しています。 

在宅医療の取り組みについ
まだまだ病院志向が多い

場合、環境を整えることが

長崎のように主治医、副主

ワークが必要だと思います

ても、開業医一人では必ず

ないので、それを家族が納

なか割り切れないですね。

難しい問題ですが、患者

しますよ。

よろしくお願いします m(_

城野健児 院長 

な患者さんが多

ていたのです

ます。心臓・

多いのは、風

よ（笑） 

れっていうだ

よ。 

診療体制は？
看護師５人、事務３人、

計１０人です。一日に何本

曜日以外の診療の合間には

看護師さんも慣れている

かります。 

先生と看護師さんのチー

ね！

【所 在 地】

〒８５９－１５０３ 

 南島原市深江町丙５４０－１ 

ＴＥＬ：0957-72-5000 

ＦＡＸ：0957-72-5072 

切！ 

機関をご紹介します。 

とはありますか？ 
、保育園、幼稚園合わせて

ームを数か所、１～２週間毎

いてお聞かせ下さい。 
ですが、在宅での看取りの

重要ではないでしょうか。

治医制など医師間のネット

。看取るつもりで引き受け

最後に立ち会えるわけでは

得されるかを考えるとなか

さんの希望があれば往診は

__)m 

、患者様対応係１人と私の合

もはできないですけど、月

、内視鏡検査もしています。

し、良くやってくれるので助

ームワークが素晴らしいです

にも参加してい

「島原メディカ

ル・ケアねっと」

ます！ 

にも参加してい

「島原メディカ

ル・ケアねっと」

ます！ 

院長

スタ

先生と 

ッフの皆さん

スタッフ 

・看護師  ５名 

・事 務  ３名 

・患者様 

対応係 １名
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院長先生のご趣味は？ 

山登りと自転車ですが、最近は全く

ね。以前は、低い山ですけど、患者さ

たこともあるんですよ。 

最近はまっているのは、近くの温泉

や小浜の温泉には大体行きました。特

した温泉施設で、炭酸水を飲みながら

が、疲れも取れて一番の楽しみです！

島原病院へのご意見などあれば？ 

開業医ではなかなか精密な検査もで

急患者の受け入れを頼りにしています

日に来院され、月曜日に島原病院に紹

予約ができなくて、飛び込みで行って

けないので、月曜日の外来の工夫をお願

していないです

んと一緒に登っ

巡りです。雲仙

に最近オープン

炭酸泉に入るの

きないので、救

。それと、土曜

介したい患者の

もらわないとい

いしたいです。

緑いっぱいの 

リハビリ室 

最後にひとこと！ 

一一人人ででもも多多くくのの患患者者ささんん

のの役役にに立立ててるるよよううにに頑頑張張りり

島原病院よろしくお願い

院長先生のお母様が描かれた絵画 

内視鏡室

んんをを診診療療ししてて、、地地域域住住民民のの方方

りりたたいいとと思思っってていいまますす。。

いいたします！
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管理栄養士 磯本 朗

栄養サポートチー
の取

ーム（ＮＳＴ） 
取り組みについて 

栄養サポートチー
の取
ーム（ＮＳＴ） 
取り組みについて 

栄養状態を評価する指標の一つ
身体測定を行います。 

つとして、

朗

病室訪問時の様子

栄養班より 

カンファレンス 
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脳脳卒卒中中市市民民公公開開講講座座

ががんん市市民民公公開開講講座座

市民公開
自分が、家族が病気になった

それを考えるためには「正しい

医療の現場から情報を発信し

開講座を開催します
時、どんな治療を選択し、どう向き合って

情報」を身につけておくことが大切です。

ます。是非、ご来場ください。

す！
いくか。

入場無無料 

日 時：平平成成２２５５年年９９月月７７日日（（土土

午午後後１１時時～～３３時時３３００

場 所：深深江江ふふるるささとと伝伝承承館館

内 容：テテーーママ「「地地域域でで脳脳卒卒中中をを

■島島原原病病院院にに来来院院さされれたた脳脳

長崎県島原病院 高次

■脳脳卒卒中中患患者者のの救救急急搬搬送送

島原地域広域市町村圏

■脳脳卒卒中中ととそそのの治治療療

長崎県島原病院 脳神

■チチーームムでで取取りり組組むむ退退院院支支

医療法人社団東洋会

■退退院院後後ののリリハハビビリリ支支援援

医療法人栄和会 介護

■介介護護保保険険をを上上手手にに使使っってて

一般社団法人島原市医

土土））

０分分（（開開場場 午午後後： ））

をを支支ええよようう」」

卒卒中中患患者者ささんんのの転転帰帰

脳卒中センター 医師 徳永 能治 

組合 南島原消防署 布津分署 救急救命士

経外科医師 川久保 潤一 

援援

池田病院 理学療法士 有村 圭司 

老人保健施設 フォンテ 作業療法士 永石

家家ででのの暮暮ららししをを応応援援ししまますす

師会 居宅介護支援センター 主任介護支援

 内田 亨 

 博範 

専門員 松尾 洋子

日 時：平平成成２２５５年年９９月月２２８８日日

午午後後１１時時３３００分分～～

場 所：島島原原文文化化会会館館

内 容：テテーーママ「「ああななたたのの胃胃はは大大

■講講 演演

○胃胃ががんんににつついいてて ～～島島原原

長崎

○胃胃ががんんのの内内視視鏡鏡検検診診ににつつ

長崎

○胃胃ががんんのの内内科科的的治治療療 ～～

長崎

○体体ににややささししいい外外科科治治療療

長崎

（（土土））

～～４４時時（（開開場場：午午後後１１時時））

大大丈丈夫夫？？」」

病病院院でではは何何ががででききるるのの？？～～

県島原病院 外科医師 東 尚 

いいてて

県上五島病院 内科医師 本田 徹郎 

内内視視鏡鏡的的切切除除をを中中心心にに～～

県島原病院 内科医師 山西 幹夫 

～～腹腹腔腔鏡鏡手手術術ににつついいてて～～

県島原病院 外科医師 川下 雄丈

０時３０分０時３０分



7 月 8 日に災害拠点病院としての役割を確認することなどを目的に、174 名が参加して災害訓練を実施しました。
当院の災害訓練は平成18年から実施しており、今年で 8 回目になります。
今回は、『観光バスとタンクローリーが衝突し21名が当院に搬送！』の想定で、当院ＤＭＡＴ（災害派遣医療チ
ーム）による災害現場でのトリアージ（重症度、緊急度の判断）に始まり、病院に搬送されてからの救護活動の訓
練を行いました。 
今回新たに、化学物質により汚染された負傷者に対して、除染作業を行う訓練も実施しました。今後も、突然襲
ってくる災害に備えて、当院では災害訓練への取り組みを継続していきたいと考えています。 
当日は 33.5 度を記録する暑い 1 日となりました。参加いただいた、島原消防署・長崎県立大学シーボルト校看
護学科の皆さん、本当にお疲れ様でした。

災害現場でのトリアージ 除染作業 院内での救護活動

７月より、がん患者やその家族が、心の悩み、不安、体験、生活上の工夫

などを語り合い交流する場として「ひひだだままりりササロロンン」を開設しました。

心心配配ごとごとやや不不安安なな気気持持ちちをを一一人人でで抱抱ええずずにに、、おお話し話しすするるだだけけでで

気気持持ちちがが軽軽くくななるるかかももししれれまませせんん。。

どどううぞぞ気気軽軽ににおお立立ちち寄寄りりくくだだささいい！！

開催日時 毎月第 3 火曜日 14:00～16:00 

     （祝祭日・年末年始を除く）   

場  所 長崎県島原病院 MRI 棟　２階会議室 

対  象 がん患者さんとそのご家族 

（当院にかかっていない方の参加も可能です） 

●問い合わせ先：地域医療支援センター 医療相談室（緩和ケア専従看護師）

院長先生とスタッフ

こもれび8

午前８：45 ～ 午前11：00

土・日・祝日
年末年始（12月29日～１月３日）

外来受付時間 

休　診　日 

発行／ 長長崎崎県県島島原原病病院院 広広報報委委員員会会
（事務局：地域医療支援センター） 

〒855-0861  長崎県島原市下川尻町 7895 番地
TEL 0957-63-1145 （代表）内線 116 
FAX 0957-63-6544 
URL  http://www.shimabarabyoin.jp/ 


