長崎県島原病院だより

■

こもれび
Nagasaki Prefecture Shimabara Hospital
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病院理念
患者さん本人の立場に立った医療

■

病院指針
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。

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。

夏の普賢岳 眉山ロードより
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外科医長

専門医に聞く

大野

毅

乳がん治療アップデート
島原病院の乳がんへの取り組み
乳癌の疫学、長崎を中心に

（表２）

年代別乳癌罹患率

近年、全国的に乳癌の罹患率、死亡率ともに増加の

一途をたどっています（表1）。

長崎県内でも乳癌は増加し、年間760人以上の方が

1980年と2003年の
比較全年齢で
罹患率は著増している

乳癌を患い治療を開始されております。

乳癌は悪性疾患の中でも比較的若年発症が知られ

ており、30代後半からその罹患が顕わになっています。
ところが最近では若年者のみならず高齢者でも罹患

率が増大しております（表2）。
（表１）

乳癌罹患率と死亡率

島原病院の乳腺手術

Update

島原病院では平成26年４月より病理診断科・林德

眞吉先生をお迎えしたことにより、より正確に術中迅速
病理検査を施行できるようになりました。

つまり手術の最中に良性・悪性の組織診断が可能とな

り、このおかげで、乳房をすべてとらずに治すことのでき
る乳房温存療法がより安全にできるようになりました。

また、わきの下のリンパ節の手術としてICG蛍光法で

罹患率

死亡率

乳癌治療の考え方
乳癌に対する治療の大きな軸は、外科治療（手術）、

薬物療法、放射線療法、そして緩和ケアであることは変

わりません。

今までは、手術優先で領域に分かれた治療となって

いました。

のセンチネルリンパ節生検を導入できるようになり、腋

窩リンパ節郭清後の上腕リンパ浮腫という合併症予防

に役立てることができます。

がんの治療として過不足ない根治性とQOLの維持を

提供することができるようになりました。

また、女性のセルフイメージの保持のため、最近では

より整容性への視点を高めた乳房再建手術にも積極的
に取り組んでいます。

具体的には、乳房温存手術後のオプションとして一

しかし、近年では薬物療法や放射線療法の占める位

期的遊離真皮脂肪片移植や、乳房切除後の再建として

いわゆる領域の垣根を低くした個別化された治療方針

科医（他院）と連携してより女性としてのライフスタイ

置が明らかになりつつあり、外科を中心としながらも、

組織拡張器を用いた二期再建を実施しており、形成外

が計画されます。

ルをサポートできるよう心がけています。

たします。

携が保持された体制を構築しています。

それぞれ領域の島原病院のアップデートをご紹介い

2 こもれび

手術・退院後はホームクリニックと島原病院との連

Update

（表３）

薬物療法

専門医に聞く

島原病院の薬物療法

Update

島原病院で使用できる乳癌に対する薬剤は（表3）の

とおりで、大別すると、ホルモン剤、化学療法薬（点滴・
内服）、分子標的治療薬、骨転移に対する薬剤と多種
多彩です。

日進月歩で進歩している分野であり、病状の進行の

程度に加え、ホルモンレセプターやHER2蛋白発現など

をもとに薬物療法を組み立てます。

乳癌に対する抗癌剤・ホルモン剤などの抗腫瘍薬は

毎年新規薬価収載されており、その適応と実施には十

分な注意と説明を提供することに留意し、本邦において
提供できる範囲で最大限の効果が発揮できるようにガ

イドラインにそって薬物治療を施行しています。

実際の薬物療法の投与法としては、手術の前に投与

する術前化学・ホルモン療法、手術後に再発予防とし

て投与する術後補助療法、そして転移・再発に対する

島原病院の転移・再発時の治療
残念ながら、再発される乳癌患者さんがいらっしゃい

治療としての薬物療法です。また、患者様個人個人の

ます。

常務する外来化学療法室が利用可能です。

骨、脳、消化管です。これら転移部位に対応して、前述

生活の多様化に対応するため、化学療法認定看護師が

乳癌のおもな転移部位は、リンパ節、皮膚、肺、肝、

の治療法を組み合わせて治療します。

とくに手術の適応とならない患者に対しても新規薬

島原病院の放射線療法

Update

乳癌の放射線治療に際しては、放射線治療専門医・

小幡史郎先生を中心に施行されています。

物治療、工夫された放射線治療など島原病院では、乳

癌の転移・再発症例も積極的な姿勢で治療を考えてい

ます。

乳癌の治療の中でおもな放射線治療は「外照射」と

いわれるもので、術後照射として、乳房温存療法後の乳

房照射や、多くのリンパ節転移があった場合の胸壁、腋

窩へ追加照射があり、また転移・再発の場合に、リンパ
節（頚部、腋窩など）、骨、皮膚、全脳照射、全脊椎照

射などが適応になります。放射線増感剤などの工夫を
加えより効果的な治療を実践しています。

また乳癌患者における疼痛の原因の多くを占める骨

緩和ケア
緩和ケア専門医・田中敏普先生、緩和ケア認定看護

師に支えられて、乳癌末期の身体的疼痛、社会的不安

などのトータルペインに対して適切なケアを施していけ

るようにサポートされています。

転移の疼痛管理に対してはストロンチウム89が大きな

治療効果の実績を積み上げており、乳癌の治療方針の

中でストロンチウム89の存在意義は大きくなっていま

す。

アピールポイント

乳癌に対するとりくみ

島原病院では、診断面での放射線科・病理診断科と
の緊密な協力、最先端の放射線治療、多彩な薬物療
法、技術と配慮の手術をもって、病状にあわせた乳癌
治療を総合的に構築しています。
早期発見・早期治療が実現しやすい疾患です。
みなさまが安心して診療を受けることができるよう
心がけております。
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小児科医師

専門医に聞く

原田

定智

島原病院小児科再開

さて、小児科再開から約３か月が経過しました（６月

30日時点）。外来患者数も徐々に増え、また周辺の医

院より患児をご紹介していただき２次病院として精査・
加療を行っておりますが、概ね軌道にのったという印象

小児医療研究室開室時に撮影
（左： 原田医師、右： 内田医師）

2014年４月７日より
長崎県島原病院において
小児科診療が５年ぶりに再開となりました。
これまで島原半島の小児医療は決して多くはない開

はあります。

こうした１次診療および２次診療に加え、当院では対

応不可と思われた症例を長崎大学病院や長崎医療セ

ンターといった３次医療機関へ転院・搬送することも数

件あり、高次医療機関への橋渡し役も果たせているよ

業医の先生方の多大なるご尽力で成り立っていました。

うにも感じています。

方の病院への紹介となることで、物理的な問題点など

十分な医療が提供できているとは言い難く、ご迷惑やご

当院での小児科診療が再開することによって、こうし

周辺の開業医の先生方や小児休日診療所の先生方

また、入院が必要となった場合にも諫早、大村など遠

しかし、小児科常勤医が２人と少なく地域の皆様に

もありました。

不便をおかけしているのが現状です。

た問題点が少しでも改善することができればと思ってい

と上手く連携を取りながら、よりよい小児医療体制の構

当院の小児科診療再開にあたり、赴任することになり

最後になりますが、美しい自然に囲まれた島原での

ます。

ましたのは長崎大学病院小児科から派遣となった原田

と長崎医療センター小児科より派遣となった内田の2
人です。周辺の開業医の先生方の足元にも及ばない未

熟者ですが、島原半島における小児医療のお手伝いが

出来ることを嬉しく思っています。

なお、内田先生は南島原市西有家町で開業されてい

る内田医院院長先生のご子息であり、親子でご活躍さ
れています。

小児科 内田

4 こもれび

信宏

築に貢献できればと思います。

生活も楽しみながら、日々精進していきたいと思いま

す。どうぞよろしくお願い致します。

院内がん登録

当院は、地域がん診療連携拠点病院として、院内のがん登録を実施しています。
院内がん登録とは、当院で診断された患者さんのがんについての情報を集め、登録するしくみです。
２０１２年度の集計結果ができましたのでお知らせいたします。
部位別集計では大腸がん、前立腺がん、肺がんの順でした。男性では大腸がん、前立腺がん、肺がんの順で
した。女性では大腸がん、乳がん、肺がんでした。
（産婦人科がないため子宮がん、卵巣がんを除く。）
件数では２０１０年度３８４件から２０１２年度６３９件と増加がみられます。これはがん患者数自体の増加
とがん登録が認知され登録漏れが減少したことが考えられます。
今後この地域のがんの特徴をとらえ、より効果的ながんについての啓発活動や予防対策などに役立てます。
また、このデータは全国のがん診療連携拠点病院から国立がんセンターへ集められ、国のがん対策検討にも
役立てられます。
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７月７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、188名が
参加して９回目となる災害訓練を実施しました。
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『島原市で震度６弱の地震が発生、島原駅周辺で電車が脱線事故を起こして
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や災害対策本部運営の訓練を行いました。
当日は、前日からの大雨の影響により、島原消防署の参加が危ぶまれるなか、

救急車で搬送

横転、負傷者18名を当院へ搬送！』の想定で、当院ＤＭＡＴ（災害派遣医療チー

現場トリアージ場所を屋内に変更するなど、訓練前から対応に追われましたが、
参加いただきました島原消防署の皆さん、長崎県立大学シーボルト校看護学
科の皆さん、本当にお疲れさまでした。
今後も、突然襲ってくる災害に備えて、災害訓練へ取り組んでいきたいと考え

到着後の
救急処置

無事訓練を終えることができました。

ております。
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これからの医療は、役割分担と連携が大切！
いつもご協力いただいている地域の医療機関をご紹介します。

連携医療機関のご紹介

貴田神経内科・呼吸器科・内科病院

院長

貴田

秀樹 先生

島原市有明町大三東戉790-2

☎ 0957-68-0040

【病める人々には安らぎと希望を、働く人々には人生の糧を】
との設立理念の下、神経内科・内科・呼吸器内科、その中で特
に神経内科を中心とした診療を行っています。
神経内科の対象となる疾患は

①パーキンソン病、アルツハイマー病などの認知症、筋萎縮
性側索硬化症、脊髄小脳変性症などの神経変性疾患

②脳梗塞、脳出血などの脳血管障害

③多発性硬化症、ギラン・バレー症候群、重症筋無力症など
の免疫性神経疾患

④筋ジストロフィーなどの筋疾患

⑤脳炎、髄膜炎などの感染性疾患

⑥その他頭痛、てんかん、末梢神経障害

などがあります。当院の神経内科では脊髄小脳変性症、パーキンソン病、パーキンソン病関連疾患などの神経変性疾
患、脳梗塞の発症予防として高血圧症・糖尿病高脂血症・種々の心疾患、脳梗塞の治療、脳梗塞の再発予防、慢性期
脳血管障害の治療、認知症の治療に力をいれています。

また当院は、長崎県医療計画の難病医療において、長崎県難病支援ネットワーク基幹病院として位置づけられてい

ます。

今後も島原半島の神経内科の中心となることが出来るよう、行政機関、他医療機関及び、介護サービスと連携し、

地域に根ざした医療が提供出来るよう目指していきたいと思います。

菜の花クリニック
【平成１１年

院長

太田

大作 先生

南島原市南有馬町乙1565-1

☎ 0957-85-3690

南島原市南有馬町に開業いたしました。】
当クリニックは、外科・内科・リハビリテーション科・入院病

床があり、ＣＴや胃カメラ・禁煙治療、理学療法士による疾患別

リハビリテーションを積極的に行っています。

また、他の医療機関や訪問看護ステーション・介護事業所・

介護支援専門員との連携を図り、患者様と御家族が安心して生

活できる環境を作れるよう、介護相談を通じた総合的なサポー

トを行っています。

ご自宅での医療を希望される患者様のための在宅医療にも力

を入れており、ターミナルケアや緊急時の入院を含め、２４時間

３６５日いつでも対応できる体制をとっております。

当法人では、デイケア・グループホーム・居宅介護支援事業

所・訪問看護ステーション・サービス付き高齢者向け住宅と

いった複数の施設も運営しています。

これからも、地域の医療・介護に貢献できるようスタッフ一同

尽力してまいりたいと思います。
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実際におこのみ食の提供を開始し、

普段食べるのがつらいと言われる患

者さんから「美味しかった。」「あまり

沢山は食べられなかったけど嬉しか

った。」など喜びの言葉をいただきま

した。

今 後 も検 討 を重 ねて、より患 者 さ

（表）↑標記をメインとして、献立の小鉢や汁物、デザート
等付けてお出ししています。

んのニーズに合わせた食事提供を目

木

パン

お茶漬け

金

巻き寿司

焼きそば

土

カレー

そば

おこのみ食を考案するにあたり、食

温泉卵付おかゆ

入 院 患 者 さんには、化 学 療 法 や術

献立の麺類

指していきたいと思います。

水

欲低下時の食事に関するアンケート

たこ焼き

後 のストレスまたは疾 病 そのものの

味付きごはん

を行 い、その中 で患 者 さんが食 べた

火

影 響 などにより食 欲 が低 下 する方

散らし寿司

いと希望されているメニューや、病院

チキンラーメン

も少なくありません。中には、がんの

月

食ではなかなか提供することのない
クルの献立を作成しました（別表）。

小龍包

進 行 により少 量 食 べるのがやっとと
しかし、食 欲 が低 下 した患 者 さん

また、量については従来の量では多

いなり寿司

メニューなどを取り入れ、１週間サイ

の中 には「○ ○ ○ が食 べたい」「さっ

いとの声 が多 く、通 常 より少 なめの

日

いう方もいらっしゃいます。

ぱりしたものなら食べられる」等、料

量に調整しています。

合に選んでいただいています。

で、その日 に食 べたいものがある場

提供するメニューが決まっていますの

おこのみ食 は曜 日 ・時 間 帯 により

理によっては食べることができる、ま
たは食 べてみたいと感 じている方 も
いらっしゃいます。
従来の病院食では食事選択の幅も
狭く、嗜好に合わせた食事提供が難
しいのが 現 状 でした。また、食 欲 低
下により栄養不良をきたし、治療を
続けられない事もあります。
このような背 景 により、食 欲 が 低
下 した患 者 さんに少 しでも、目 から
も口からも楽しんでいただける食事
を提供したいとの思いから、おこのみ
食を考案しました。

夕

昼

部門紹介

新しい食事サービス「 おこの み食 」始めました！
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第８回 市民公開講座を開催します
●脳卒中市民公開講座
日時

平成26年９月６日（土）
午後１時30分〜４時
（開場 午後１時）
座長 徳永 能治

●がん市民公開講座
日時

平成26年９月27日（土）
午後１時30分〜４時
（開場 午後１時）
座長 東
尚

場所
テーマ

吾妻町ふるさと会館

「地域で脳卒中を支えよう！」

入場
無料

●

脳卒中患者の救急搬送

髙木

順治

●

脳卒中でみられる言語、嚥下障害とリハビリテーション 吉原

泰史

●
●

脳卒中とその治療

宗

ケアマネージャーの役割〜医療と介護の橋渡し〜

場所
テーマ

剛平

羽山由紀子

島原文化会館

「ここまで進歩した！大腸がんの最新の診断と治療
〜大腸がんをもっと知ろう〜」

●

検診から診断まで

山西

幹夫

●

内視鏡的治療と化学療法

勝見

真悟

小幡

史郎

●
●
●

ＣＴＣ（ＣＴ大腸検査）とは
からだにやさしい大腸がん手術
大腸がんの放射線治療

坂上竜太郎
三島

壯太

自分が、家族が病気になったとき、どんな治療を選択しどう向き合っ
ていくかそれを考えるためには「正しい情報」を身につけておくことが
大切です。
医療の現場から情報を発信！ ぜひ、ご参加ください。

ボランティア１０周年記念表彰式

ボランティア１０周年記念表彰式が行われ坂本さんと松尾さんへ表彰状と記念品が贈呈されました。１０
年という永きにわたり患者さんの受診サポート、散歩の同伴、お話し相手、お花のお手入れなどボランティ
アとして貢献、ご尽力いただきありがとうございました。当院にかけがえのない方々であります。これから
もよろしくお願いいたします。
坂本さん「松尾さんと一緒に１０年間ボランティアを行ってきました。少しでもみなさんのお役にたって
いるなら嬉しいです。」
松尾さん「夫と出会ったのも見送ったのもこの病院でした。何かできればと１０年間ボランティアを行っ
てきました。これからもがんばりたいです。」

発行／ 長崎県島原病院

外来受付時間

受付時間外に受診される場合は、救急対応となります。
平成 26 年４月７日より小児科再開しております。

（広報委員会事務局：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/
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午前８：４５～午前１１：００

※詳しくはホームページをご覧ください。

休

診

日

土・日・祝日
年末年始（１２月２９日～１月３日）

