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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。

５Ｓ活動、金賞受賞の医事係

目
Ｐ２

Ｐ３

次

医療情報
「経皮的冠動脈ステント留置術：
薬剤溶出性ステントについて」
看護部紹介
「外来のご紹介」

Ｐ４

連携医療機関紹介

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。

～５ 「医療法人社団 威光会 松岡病院」
Ｐ６

部門紹介
「放射線科のご紹介」

Ｐ７

Ｐ８

薬局より
「島原半島における薬剤師の
地域連携について」
医療安全管理室より
「医療の質向上プロジェクト（５Ｓ活動）
」

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。

医療情報

経皮的冠動脈ステント留置術：
薬剤溶出性ステントについて
循環器内科 医長

神田 宗武

はじめに
心臓を養っている血管である冠動脈に狭窄が起こり心臓
の筋肉に十分な酸素や栄養が送り込めない疾患を狭心症、
冠動脈が閉塞し血流が途絶え心筋が壊死する病気を心筋梗
塞といいます。狭心症の症状は階段や坂道を登った時、重
いものを持った時に発作的な胸部圧迫感や胸痛が出現しま
す。心筋梗塞は狭心症の症状より強く、長く持続し、時に
は合併する不整脈のため死亡することもあります。

経皮的冠動脈ステント留置術

左前下行枝への
薬剤溶出性ステントの植込み。

狭心症や心筋梗塞の治療としては１９８６年から経皮的
冠動脈ステント留置術が行われるようなりました。この治
療法は現在では手首の動脈から挿入したカテーテルを冠動
脈に入れて、狭窄または閉塞した部位をステントで拡張し

治療前

血流を改善させます。ステントはステンレスなどの金属で
できた小さい網目模様の筒のような構造をしています。ス
テントを使って拡げてあげるとステントが支え棒になって
固定されるためしっかりと拡げることができます。冠動脈
ステントは大規模臨床試験において臨床的に安全で有効で
あることが確認され、確立された治療法です。日本では全
冠動脈治療の８割にステントが使用されています。この治

治療直後

療には欠点もあり、治療した部位が数か月後に再び狭くな
る再狭窄率は１５～３０％と比較的高率でした。
従来のステントの欠点である再狭窄を解決するために薬
剤溶出性ステントが開発され２００４年から使われるよう
になりました。従来のステントに薬剤を塗布することによ
り、再狭窄の原因となる細胞の増殖を抑制します。その結
果再狭窄による再治療のリスクを大幅に低減することが可

48か月後

能になり、再狭窄率は１０％未満と言われ、通常のステン
トで治療した場合の半分以下となっています。現在経皮的
冠動脈ステント留置術のほとんどが薬剤溶出性ステントを
使用しています。
ステントは留置されると体内に残りますが、ステントそ
のものが分解、吸収される生体吸収性ステントが開発され、
２０１１年からヒトでの臨床試験が開始されており、次世
代のステントとして期待されています。将来このステント
が実用化されれば、さらに患者さんにより良い医療が提供
できるようになると思われます。
2 こもれび

左前下行枝への薬剤溶出性ステント
の植込み。
上から治療前、治療直後、４８か月後。
４８か月の間には再狭窄は認められない。
（J＆J のホームページから）

看護部紹介

外来（an outpatient' ward）のご紹介

外来では、各診療科、化学療法室、救急、内視鏡検査などの各
種を担っています。各診療科では、安心できる診療介助と、病院
の顔という意識を持ち「親切・丁寧・笑顔」を心掛けながら対応

【スタッフ数】
看護師：２９名
（男性： ４名 女性：２５名）

しています。
救急外来では、二次救急医療の施設として２４時間体制で救急
患者さんを受け入れています。不安や苦痛の多い患者さんやご家
族の方が、少しでも安楽な診療が受けられるように、救急看護認
定看護師を中心に、各スタッフ協力しながら対応しています。各
種 検 査 科 に つ い て は、内 視 鏡 検 査 や、ＩＶＲ（Interventional
Radiology）など特殊な検査を行っています。内容は多岐にわた
りますが、安全・安楽な検査を患者さんがうけられるように自己
研鑽しながら頑張っています。
【外来患者数：平成２５年度 ４月～１２月まで】
総外来患者数

救 急 患 者 数

５１，７７５名

救急車搬入患者数

４，６５６名

１，６７０名

Ｄｒヘリ離発着

化学療法件数

２５件

９５８件

【看護師はこんなことを頑張っています】
スタッフが急性期チームと慢性期チームに分かれチーム活動を
行っています。急性期チームでは、主に救急対応や検査について
スタッフの教育などを中心に行っています。
慢性期チームでは、緩和ケアや化学療法を受けている患者さん
など、各認定看護師と継続看護が必要な患者さんへの対応につい
て活動しています。
平成２４年から放射線療法室に看護師を配置し、今年度、がん
放射線療法看護認定研修を終えた看護師を中心に、治療を受ける
【救急処置室】

患者さんの不安や苦痛が軽減できるように努めています。

【外来所属認定看護師】
○皮膚排泄ケア認定看護師

○がん化学療法看護認定看護師

○救急看護認定看護師

【自己啓発資格取得者】
●ＡＨＡ ＢＬＳヘルスケアプロバイダー（一次救命） １２名 ●ＡＨＡ ＡＣＬＳプロバイダー（二次救命） １０名
●ＡＨＡ ＡＣＬＳ－ＥＰ（二次救命）

１名 ●ＪＰＴＥＣプロバイダー（病院前外傷救護） １０名

●ＪＮＴＥＣプロバイダー（外傷初期救護）

３名 ●ＩＳＬＳプロバイダー（脳卒中初期診療）

６名

●ＪＴＡＳプロバイダー（緊急度判断支援システム）

２名 ●トリアージナース認定看護師

１名

●日本消化器内視鏡技師

６名

こもれび 3

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

医療法人社団 威光会
川田副看護部長
徳永地域医療
連携室長

入江副看護部長

≪医 訓≫
島原病院

【所在地】
〒８５５－００５９

池田

松岡院長

浅田看護部長

寺本副事務長
井元事務長

島原市江戸丁１９１９
ＴＥＬ：0957 – 62 - 2526
ＦＡＸ：0957 – 62 - 2625

医療法人社団 威光会 松岡病院
院長 松岡 宇一郎
～歴

史～

当院は、昭和２３年に前院長 松岡 菁（現理事長）
により開業し、平成２年、医療法人社団 威光会 松
岡病院となり、開業当初より地域に根ざした患者様に
信頼され親しまれる病院を目指しております。
当院は、島原市中心部に位置し、建物からは西に雲
仙普賢岳、東に有明海を眺め、周囲には島原城や武家
屋敷など歴史ある建物があり、環境にも恵まれており
ます。

～役

割～

私どもに与えられた、人を癒し、天職を意識し、遂
行する事によって、どんなに時代が変化しても「病人
を診るのではなく、患者を診て、人間を診る」という
理念のもと日々の診療に努めております。
病院の正面玄関に、
「医は意なり、意は学より生ず、
方に今古なし、治を期するを要す」と示されており、
意味は「病人に対して高い志しと意思を持ち、たゆま
ない勉強を続ける。治療には今とか昔とゆう考えはな
い。治したいとゆう心が大切である。
」でありまして、
当院の医訓でもあります。
松岡病院は、一般病棟（７対１）３６床、回復期リ
ハビリテーション病棟３０床、療養病棟３０床、合計
９６床有しております。

～診療科目・リハビリ～
回復期リハビリテーション病棟は、平成２３年１０
月より開設しており、近隣の中核病院等にて、脳血管
疾患、骨折などの術後の患者様を受け入れ、当院入院
後は在宅復帰へ向けて更にリハビリテーションの充実
を目指しております。
現在の診療科目は、内科・整形外科をはじめ消化器
内科・循環器内科・呼吸器内科・糖尿病内科・内分泌
内科・リウマチ科・漢方内科・放射線科・リハビリテ
ーション科となっております。

4 こもれび

消化器内科におきましては、肝炎に対してインター
フェロン治療、内視鏡では年間約３千例の胃や大腸の
治療・検査を行なっております。
外来は、近隣の診療所・病院からの胃や大腸などの
内視鏡検査、マルチスタイルＣＴ・ＭＲＩ検査のご予
約、専門医への相談等など、地域医療の推進も行なっ
ております。
また、島原市脳ドック検診事業や特定健診以外にも
地元の会社の健診も受付けており、地域の方の病気の
治療だけではなく予防の面からもサポートを行ってい
ます。２０年程前から外来の各診察室にコンピュータ
ーを患者様の前に設置し、レントゲンや心電図また血
液のデータ等を、以前のデータと比較しながら日頃の
診療にあたっており、平成２５年１２月からウェブカ
ルテを導入し、患者様が少しでも安心して受診できる
よう心がけております。

～在宅医療等の取り組みについて～
島原半島は、人口の約３．３４人に１人が６５歳以
上の高齢者で、今後も高齢人口は進み、高齢者のみの
世帯、高齢者の単身世帯も増加傾向になると予想され
ます。
当院でも介護サービス事業がありまして、高齢者や
在宅介護の相談に応じ、必要な保健・福祉サービスへ
の連絡・調整や、併設の事業所は、居宅介護支援事業
所、訪問リハビリテーション、通所リハビリを行って
おります。
啓蒙活動としては、健康教室をはじめ、糖尿病患者
の会のサポート、産業医など行っており、治療だけで
はなく、より身近な病院として感じて頂ければと思う
所存であります。

～最後に～
当院にはシンボルマークがあり、一人の患者様をチ
ームで（医師、看護師をはじめコメディカルスタッフ）
支えていることを意味しています。
これからもスタッフ一同、患者様に信頼され親しま
れる病院をめざして行きたいと思いますので、どうぞ
よろしくお願いいたします。

看護部の理念、大切にされていることについてお聞
かせ下さい。
看護部長 院長がいつも言っているのは、
「そこにいる
患者さんを自分の一番大事な人と思ってみんな医療に
ついてほしい」ということです。そう思ったら、自然
に思いやりのある看護というのができていくと思って
います。
あとは今流行の「お・も・て・な・し」ですね。
患者様が第一ですので、患者様がいないと私達の仕事
はできないし、血圧測定や注射もしてあげるのではな
くて、させていただくという気持ちで接することが大
事だと思います。

看 護 理 念
病院の理念にそって、豊かな人間性と
同時に優れた知識・技術をもって「信頼
される看護 優しい思いやりのある看
護」をモットーとし、地域住民の期待に
こたえられる看護を心がける。

回復期のリハビリにも力を入れておられるようです
が、リハビリは３６５日年中無休でされているよう
ですね。
川田副看護部長 平成２５年１１月から年末・年始も
休まずに実施しています。

リハビリは入院の患者さんだけですか？ また、日
曜日にスタッフは何名出られるのですか？
川田副看護部長 入院患者さんが対象で、６名出勤し
ます。
回復期病棟ではＡＤＬが変更になった場合、リハビ
リスタッフと看護スタッフ間でデモンストレーション
を必ず実施して、情報共有を行っています。
最近始めたのですが、退院前には看護師同伴で家屋
訪問を実施しています。看護の視点からも評価を行い
退院につなげています。また、家庭環境に近い状況で
入院生活を送っていただくよう配慮も多く行っていま
す。

病院スタッフの衣装を着たお人形

健康教室を開催されていますが、どのような内容で
すか？ 健康教室とは別に、糖尿病教室も定期的に
開催されているのですか？
看護部長 健康教室は毎週木曜日（１３：３０～１４：
３０）に開催しています。月に２回は、久留米大学か
ら外来診療に来られている先生に講師として参加して
いただいています。
他に療法士や栄養士を講師として開催しています。
療法士は「家の中でできる簡単な運動」など、栄養士
は「外食する時のポイント」や「アルコールや間食の
カロリー」などについて、１時間程度開催しています。

健康教室は松岡病院にかかられている患者さんが対
象ですか？ また、松岡病院にかかってらっしゃら
ない方でも参加可能なのでしょうか？
看護部長 外来の患者さんもいらっしゃるし、入院の
患者さんもいらっしゃいます。一回の教室につき平均
１２、３名の方が参加されます。
院外の方の参加も可能です。他の医療施設の職員さ
ん達が患者さんのためにということで参加されること
もあります。

健康教室開催の院外へのＰＲは、どうされています
か？
看護部長 毎月講演内容が変わりますので、かかりつ
けの患者様には院内でチラシを配布しています。
事 務 長 基本的に、病院のＰＲはしないと考えてい
ます。直接患者様が口コミで広がっていくことを期待
しています。

糖尿病患者さんの会も松岡病院さんにはあるみたい
ですね？
看護部長 糖松会というのがあり、約５０～６０名で
活動しています。活動内容は公園に行って運動をした
り、食材を持ち込んでみんなで料理して食べるという
食事療法の学習をしたり、院長先生も参加されてのレ
クレーションをしたりと楽しく活動しています。外部
の先生を講師に招いての講習会等も開催しています。

こたつも、退院に向けた
リハビリの一つです！

作業療法室

患者さんを大事にされている院長先生の思いが、職
員の方に浸透していると実感しました。
また、職員研修を月１回開催されるなど、職員のス
キルアップにも頑張っておられました。
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部門紹介

放射線科のご紹介

みなさんこんにちは！
今回は放射線科技師の業務内容と、最近トピックスの大腸ＣＴ検査（ＣＴコロノグラフィー）について説明
いたします。

技師の業務内容
当院の放射線科は、放射線科医２名、診療放射線技師１１名で業務を行っています。
医師の指示で行う当院技師業務の内容は、Ｘ線を用いて体内の病変や骨折などを発見する一般撮影（レント
ゲン）、Ｘ線透視、ＣＴ撮影、放射線を使わずに磁気を用いるＭＲＩ検査、脳・心臓・腹部血管の検査や治療を
行う血管造影、放射線を発する薬品を体内に入れて行うＲＩ検査、がんなどの腫瘍の治療を行う放射線治療な
どがあります。
また、当院ではＭＲＩ撮影による認知症検査（ＶＳＲＡＤ）や、ＣＴ撮影による大腸の検査（ＣＴコロノグ
ラフィー）なども実施しています。

大腸ＣＴ検査（ＣＴコロノグラフィー）について
大腸がんは近年でも増加傾向にある疾患であり、早急に発見すれば治癒率が高いと言われています。
大腸の主な検査は、バリウムを用いて行う注腸 X 線検査や、内視鏡を使用する大腸内視鏡検査があります。
ＣＴコロノグラフィーは、ＣＴ装置で撮影した情報を画像処理して、大腸の形状や大腸内部の病変の有無を
調べることができる検査です。
検査前日は、大腸の中を空にするような前処置を行います。
※
検査当日は、ＣＴの検査台に横になり肛門にチューブを挿入し、炭酸ガス を送り込み大腸を膨らませます。

大腸が十分に拡張したら、仰向けとうつ伏せの２体位でそれぞれ約１０秒程度ＣＴ撮影を行います。撮影に
よって得られたデータから仮想内視鏡像を作成します。
※ 炭酸ガスは体内に吸収されやすいため、空気を使用した場合よりも大腸の拡張時間を短くすることがで
き、患者さんの苦痛を和らげることができます。

検査風景（うつ伏せ）
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仮想内視鏡像

画像処理した大腸の形状

薬局より

島原半島における薬剤師の地域連携について
薬剤師

井上 美佳

当院では地域医療連携室などを通して、地域のかかりつけ医との役割分担と連携を図っており、
入院を中心として高度な医療の提供を行っています。
従って、例えばかかりつけ医から当院に紹介・入院となり、島原地域内の他病院へ転院ののち退
院、再びかかりつけ医へ、といった患者さんもかなり多くなります。そのような場合、元々かかり
つけ医で処方されていた薬に加え、当院入院中に処方された薬や中止された薬、転院先での薬の変
更など、正確な情報提供が重要となります。また地域の医療機関が連携し、それぞれの立場から患
者さんへ質の高い服薬指導などを行うことも必要です。
このような状況に加え、近年は医療の在宅移行への方向性が打ち出されていることも踏まえて、
当院薬局では、平成２４年度に島原半島における病院－病院（診療所）間、並びに病院－保険薬局
間の“薬薬連携（各医療施設の薬剤師の連携）”を推進するため、長崎県病院薬剤師会、島原薬剤
師会と合同で「島原薬剤師地域連携研究会」を立ち上げました。
島原半島の病院・診療所・保険薬局の薬剤師が集まり、最新の医療情報収集から、注射薬調製の
実習まで幅広く活動しています。
≪これまでの開催状況≫
平成２４年度：「もっと知りたい！緩和ケアの基礎と実践」
「抗凝固薬・抗血小板薬の使い方」
「がん化学療法 支持療法のポイント」
平成２５年度：「トライしてみよう！注射薬調製」
「がん患者の気持ちと薬剤師に求めること」
毎回多数の参加者で会場がいっぱいとなり、活発な質疑応答・意見交換が行われます。また、普
段は別の場所で働いている薬剤師同士の顔が見えるようになり、情報提供等が非常に円滑になりま
す。かかりつけ医・かかりつけ薬局を離れ、入院や転院になることに不安を感じる方もいらっしゃ
るかもしれませんが、島原地域全体が繋がっているという気持ちで、安心して医療を受けていただ
きたいと思います。

当院で開催された注射薬調製の実習研修の様子です。
高カロリー輸液など、従来は入院が必要であった薬剤
も、医師の処方に基づいて保険薬局で無菌的に調製する
ことにより、自宅でも同様の治療を続けることができま
す。現在、島原地域でも手技の向上、施設の整備などの
準備が進められています。

こもれび
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医療安全管理室より

医療の質向上プロジェクト（５Ｓ活動）
係 長

小松 美佳

今年度、全職員を対象に医療安全管理の意識を高めるために「医療の質向上プロジェクト」
を立ち上げ、５Ｓ活動に取り組みました。５Ｓとは、整理・整頓・清潔・清掃・躾のことで、
医療安全の基本でもあります。各部署で問題を見つけ目標を立て実践しました。１２月には実
践の状況をまとめ、当院の総合受付待合ホールに２週間掲示しました。今後も患者さんの安全
を守るために島原病院では、全職員で医療安全に取り組んで参ります。
屋外の美化活動も
行っています！

発表会（平成２５年１２月１３日）の様子

廊下の障害物を
無くしました。

☆お互いの部署を評価し、表彰を行いました。
金 賞：医事係
銀 賞：総務・財務係、地域医療支援センター
人気賞：3 階東病棟

外 来受 付時間
午前８：４５～午前１１：００

休 診日
土・日・祝日
年末年始（１２月２９日～１月３日）
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