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ほっとネット 1

「サルコイドーシスという病気の話」
サルコイドーシスという病気をご存知ですか?

JR札幌病院と非常に関連の深い疾患ですので、紹介

します。サルコイドーシスは原因不明な全身性肉芽腫

性疾患であり、肺、眼、皮膚、心等に病変を有するこ

とがある難病で、厚生労働省の特定疾患（難病）に認

定されています。1869年に英国のH����������がぶど

う膜炎と皮膚病変を伴った腎臓疾患を報告したのが始

まりとされます。日本では1921年に皮膚サルコイドー

シスの報告が最初ですが、肺に病変を認めることが多

いことから呼吸器内科医が診療の中心を担っておりま

す。サルコイドーシスの日本における臨床研究は1960

年代からはじまり、当院の平賀洋明名誉院長が日本の

代表として活躍されました。1972年に厚生省で特定疾

患としてサルコイドーシス調査研究班が立ち上り、

1983年に間質性肺疾患調査研究班となり、1987年に

びまん性肺疾患調査研究班となったときにサルコイド

ーシス分科会長を平賀洋明名誉院長が6年間歴任され、

その際に日本のサルコイドーシスの診断基準を作成さ

れ、全身のサルコイドーシスの診断基準に加えて、心

臓と眼サルコイドーシスの診断の手引きを作成されま

した。約50年間、サルコイドーシスの診療においてJR

札幌病院は北海道のセンター病院

として約1700名を診断し、継続診

療をしており、現在でも、多くの

患者さまが受診されております。

サルコイドーシスはいまだ、原因

不明の難病ですが、なにも治療を

しないでも自然に良くなる症例か

ら肺の線維化が進行していく症例や致命的な不整脈を

伴う心サルコイドーシスに至る症例まで多様で、ステ

ロイド治療導入に関しては専門的な知識が必要な疾患

です。我々のこれまでのサルコイドーシスの臨床研究

がサルコイドーシス／肉芽腫性疾患学会で評価され、

代表して私が平成21年に千葉保之・本間日臣記念賞を

「サルコイドーシスにおける診断、免疫反応の解析、転

帰、臨床病型の解析」で頂いております。また、平成

22年度から厚生労働省のびまん性肺疾患調査研究班の

研究協力者として参加させて頂いております。循環器

内科、眼科、皮膚科等に協力して、サルコイドーシス

の診療において、今後も北海道のセンター病院として

役割を果たすべく努力して参ります。

JR札幌病院
副院長（呼吸器内科）

四十坊　典晴

「子宮頸がんワクチンのすすめ」
子宮頸がんは様々な研究により、他のがんと違い原

因が解明されています。約90%以上がハイリスクヒト

パピローマウィルス（HPV）の感染であることが明ら

かになっています。多くの場合このウィルスは性交渉

によって感染すると考えられ、全ての女性の約80%が

一生に一度は感染していると言われています。

なおこのウィルスは感染しても約90%は体内から自

然消失するため、子宮頸がんに進展するのはごくわず

かで、通常数年から数十年と長い時間がかかるため、

定期的な検診を受けていればがんになる前の状態（前

がん病変）で発見・治療が可能です。

子宮頸がん予防ワクチンは、ハイリスクHPVの中で

も特に多い16型と18型の感染を防ぐものです。日本人

の子宮頸がんの70〜80%がこれらの型であると言われ

ています。日本

では2009年12

月より接種が可

能となりまし

た。接種は初回

接種、1ヶ月目、

6ヶ月目の3回

受けることにより、最大の効果発

現を得ることができます。現時点

では推定ですが約20年程度効果が

持続すると考えられています。

なおこのワクチンは今現在感染

しているウィルスを排除したり、

前がん病変を治す効果はなく、あ

くまでも接種後のHPV感染を予防するものです。

2011年より一部自治体では中学生・高校生に対する

公費助成事業が始まっておりますが、上に述べたよう

に一度感染してもほとんどが自然消失するウィルスで

すので、性交渉を経験している一般成人女性でも十分

な予防効果が期待できます。現在、生産が追い付かず

新規接種は2011

年夏以降となり

ますが、子宮頸

がんは予防でき

うるがんですの

で、接種をお勧

めします。

産婦人科
主任医長

杉村　政樹

子宮頸がんになるまで 検診による早期発見



リハビリテーションの
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ほっとネット 2

「リハビリテーション室」

リハビリテーション室は、本館棟1階東南角にあり、

2面に窓を設けた明るい訓練室です。主な対象疾患は、

整形外科疾患、慢性閉塞性呼吸器疾患等の呼吸器障害、虚血性心疾患や

慢性心不全です。可能な限り早期より適切なリハビリを行うことによっ

て在院日数を短縮し、早期の機能回復と社会復帰に努めています。

本年4月より、理学療法士2名を増員し、理学療法士6名、作業療法士

1名計7名となり、従来にも増してより充実したリハビリを提供すべく頑

張っています。また、学会発表も積極的に行っています。1）2）各スタッ

フは、専門資格を取得して高い医療を提供するように精進しています。

現在は、呼吸療法認定士3名、心臓リハビリテーション指導士2名、福祉

住環境コーディネータ3級1名、ケアマネージャー1名、医療情報技師1

名です。

1．完全予約制
外来診療、入院診療ともに予約制で診療し、待ち時間
を無くすよう努めています。

2．クリニカルパスを導入し、統一された治療の実施
リハビリをスムーズに不安無く実施できるように、ス
ケジュールを説明して行っています。人工股関節や人
工膝関節の手術では、3～4週で退院するクリニカル
パス（退院までの道筋）を作成しており、ほとんどの
患者様がスケジュール通りに退院されています。

3．心臓リハビリテーションの実施　
心臓リハビリテーションにより、狭心症や心不全の症状が軽減され、動作が楽
になり、快適な生活を送れることを目的とします。表1は、当院にてリハビリ
を実施した123名の患者様の歩行能力の改善度を表したものです。1）

4．呼吸器リハビリテーション入院の実施（表2）
慢性呼吸器疾患の患者様は、日常生活の際に起こる呼吸困難のため、動かない生
活を送り、それが身体機能を低下させ、さらなる呼吸困難を起こす悪循環を起こ
します。運動療法でこの呼吸困難が改善する理由は、骨格筋のエネルギー効率が
上がり、少ない酸素で大きなエネルギーを得られるようになるからです。同じ強
さの運動をするのであれば、換気量が少なくてすむようになるからです。3）当院
では、呼吸リハビリテーション入院を行い、健康関連QOL（HRQOL）の改善
に努めています。

リハビリテーション室風景

1）近藤　淳：心大血管リハビリテーション料　算定開始から1年間の実績と今後の展望．日本交通医学会
北海道地方会．2010

2）成田葉月：JR札幌病院リハビリテーション室における呼吸理学療法についての報告．日本交通医学会
北海道地方会．2009

3）黒澤　一：呼吸器疾患．総合リハ・38巻9号・843-848・2010年9月

参考・引用文献

表1 心臓リハビリによる歩行FIMの変化1）

表2 呼吸リハビリテーション入院2）

診療科
紹介

スタッフ　後列左より　成田・近藤・二本柳・福島
前列左より　高橋・夏目・永井

リハビリテーション室
主任

夏目　健文



近年、生活習慣病を基盤とした動脈硬化疾患が増加

してきました。なかでも末梢動脈疾患は、脳梗塞や虚

血性心疾患といった他の動脈硬化疾患を合併すること

が多く注目されるようになりました。しかし末梢動脈

疾患は比較的簡単な検査で発見することができるにも

関わらず、見逃される場合も多く日常的に末梢動脈疾

患の存在を意識して診療にあたる必要があります。そ

こで本稿では診断・治療について取り上げたいと思い

ます。

末梢動脈疾患は喫煙している方、高血圧、糖尿病、

脂質異常症、虚血性心疾患や脳血管障害の方に合併し

ていることが多いため、そのような患者様が受診され

た場合には歩いた時や運動した時の痛み（跛行）につ

いてこちら側から積極的に問診をします。多くの方は

脚が痛いのは整形外科的な症状と先入観を持っている

ため症状があっても相談しない方が意外といらっしゃ

います。少しでも症状がある様なら足の観察をし、足

背動脈や後脛骨動脈の脈拍触知を確認します。左右差

や触知しにくいなどの異常が疑われた場合、足関節上

腕動脈比（ABI）を器械で測定します。もしABIが低下

しているなら血管エコー、皮膚灌

流圧（SPP）、MDCT、MRIなどを

組み合わせて確定診断と重症度判定を行います。跛行

があるのに血流障害がない方には脊髄性跛行を疑い整

形外科受診をお勧めしております。

末梢動脈疾患の基本的な治療法は運動療法と薬物療

法ですが、症状が改善しない方や運動耐容能が低い方

には血管内治療を行います。術前にMDCTにて狭窄病

変の部位と病変長などを診断し、治療戦略をたてます。

通常、局所麻酔下に大腿動脈や膝窩動脈より穿刺し、

バルーン拡張術やステント留置術を行います。腸骨動

脈領域のステント開存率は外科的バイパス手術と同等

です。大腿動脈領域に関しては再狭窄も認められます

が、再治療が可能です。また近年、下肢の動脈のみな

らず、腎動脈狭窄に対してもステント治療が積極的に

行われております。

当院でもこれらの検査・診断および血管内治療を積

極的に行っております。もし末梢動脈疾患が疑われる

場合には、ご相談・ご紹介していただけると幸いです。

JR札幌病院広報誌

ほっとネット 3

「末梢動脈疾患（閉塞性動脈硬化症）

の診断と治療」

循環器内科　
主任医長

長谷川　徹

図2 AOG（治療後）
（閉塞部分の拡大）

図1 MDCT（治療前） 図3 MDCT（治療前） 図4 AOG（治療後）

図1は右浅大腿動脈閉塞の症例です。

図2の白線部分にステントを留置し閉塞部位が開通し跛行が消失

しました。

図3は左総腸骨動脈の狭窄および外腸骨動脈閉塞の症例です。

図4の白線部分にステントを留置し狭窄および閉塞部位が開通

し跛行が改善しております。

シリーズ
診療科発



頭部MRAでは非造影TOF法が広く使われています

が、この手法は流速や流れの方向に敏感で、流れの方

向が複雑な体幹部には適応困難で、四肢では主幹部の

描出は可能なものの、分枝の描出は不十分でした。し

かし、最近の機器及びソフトウェアの進歩により、従

来、十分な画質を提供できなかった領域にも非造影

MRAが使用可能となってきています。

今回は、従来造影CTAが当たり前だった腎動脈と下

肢の非造影MRAをご紹介します。提示した腎動脈

MRAは血液を造影剤のようにパルスで標識する技術を

使っています。流速に影響されるため、血流が極端に

遅い症例では描出が不十分となってしまいます。下肢

のMRAは動脈の収縮期と拡張期の流速の差を利用した

サブトラクション画像です。不整脈に弱い手法で、サ

ブトラクション画像であることから動きに敏

感です。また、極端に血流の左右差がある場

合も十分な描出が得られません。

MRIはCTよりコスト及び検査時間がかか

りますが、造影CTAと比較すると、非造影

MRAは安価で、頻度は多くないものの、造

影剤使用によるリスクをなくすことができま

す。MRAは石灰化に影響されな

いというメリットがありますが、

乱流やサブトラクションに伴うア

ーチファクトなど、狭窄を過剰に

評価してしまう可能性がありま

す。しかし、逆に考えると、

MRAで狭窄なく描出された症例

は、造影剤を必要とする次の検査

へ進む必要がなく、腎血管性高血

圧のスクリーニングでは多くの狭

窄がない症例のリスクとコストを

減らすことができます。当院では

非造影MRAに副腎腫瘍のスクリ

ーニングをセットにしています。

2011.6 N�.25

ほっとネット 4

「非造影MRAの紹介」

下肢動脈の非造影MRA

JR札幌病院では、昨年、地域の医療機関の先生にご協力を頂き、当

院連携医制度にご登録いただきました。この制度は、地域の医療機関

との密接な連携と協力のもと、患者様にとって一貫性のある医療を提

供し、地域医療の充実と発展に貢献することを目的として創設いたし

ました。

医療連携とは、普段は、かかりつけの医師（ホームドクター）にて

診察、JR札幌病院では、入院や精密検査が必要になった場合や年に数

回の定期検査などの場合に診察させていただきます。ふたりの主治医

が、患者様の医療情報を共有しながら診療させていただきます。

自宅や職場近くの診療所・クリニックの紹介をご希望される方

は、担当医師または地域医療連携センターにご相談下さい。

医療連携のご案内

腎動脈の非造影MRA

※医療機関の方へ
連携医制度についてのお問合せ・お申し込みについては、地域医療
連携センター（TEL011-208-7169）までお問合せください。

連携医一覧（ロビー掲示）

放射線科　
主任医長

庄内　孝春
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ほっとネット 5

川西内科胃腸科病院の院長川西譲児と申します。

当院は昭和35年に有床診療所として始まり、昭和

58年に85床の内科急性期病院を開院し、昨年で50

周年を迎えました。内科・胃腸科の二つを柱として

診療をしておりますが、なかには親子二代や三代で

おかかり頂いている患者さんもおられ、内科に限ら

ず家庭医として広く病気の相談にのらせて頂いてい

ます。当院では血液検査やレントゲン、CT、超音

波検査、胃カメラ、大腸カメラなどを行っておりま

す。とくに胃カメラや大腸カメラでは患者さんの苦

痛が少ないよう鎮静剤を用いることが多いです。内

視鏡的大腸ポリープ切除術、嚥下が困難な患者さん

に対する嚥下造影や胃ろう造設などの処置も行って

います。平成19年には亜急性期病床をオープンしま

した。リハビリ室を設け、急性期治療を終えられま

した患者さんの自宅復帰へのお手伝いもさせて頂い

ています。昨年より医療相談室を開設し、介護相談

や医療連携にも十分対応させて頂ける環境も整いま

した。

手術やその他の処置が必要な場合など、JR札幌病

院外科の鶴間先生をはじめ、諸先生方や地域連携セ

ンターのスタッフの皆様に迅速に対応して頂いてお

り、大変感謝しております。これからも連携を通じ

ながら患者さんに良い医療を提供できるよう努力し

て行きたいと思います。今後ともどうぞよろしくお

願いします。

［診療時間］
*受付は終了時間の30分前まで
平　日／午前 9：00〜午後 5 ：00

木　曜／午前 9：00〜午後 6 ：00

土　曜／午前 9：00〜午後12：30

日・祝／休診
昼休み／12：30〜13：30

［住　所］
〒064-0811 札幌市中央区南11条西8丁目2-25
［電　話］（011）511-2060

［ＦＡＸ］（011）562-6579

［ホームページ］
����：／／���.�����������.��.�／

医療法人社団　銀杏会　

川西内科胃腸科病院

地域発

院長　川西　譲児先生

新任医師紹介
㈰2000年 大分医科大
学（現大分大学）医学
部卒。今年で卒後12
年目

㈪臨床麻酔
㈫散歩
㈬仕事を始めて12年目になりますが、新
しい環境に緊張の毎日を送っています。
麻酔科主任医長の幸高先生をはじめ、
各科の先生方、スタッフに指導を仰ぎ
ながら患者様の周術期を安全で安心な
ものにできるよう務めて参りたいと思
います。皆様どうぞよろしくお願いい
たします。

㈰昭和48年北大卒。大
学勤務後、ドイツ、
東京を転々。当院に
は平成○○年まで勤
務、今年3月より再び勤務となりまし
た。

㈪免疫、アレルギー（特に食物アレル
ギー）、血液。新生児にも興味。

㈫電動ラジコンヘリ及び、真空管アン
プ、ビンテージSPでPCオーディオと
レコードを組み合わせるのが、病気。

㈬小児科には、子供を中心に各専門科
と連携をとるという役割も。

麻酔科　主任医長
山口　こずえ

小児科　主任医長
中山　雅之

㈰略歴

㈪専門分野

㈫特技・趣味

㈬一言

検査風景 理事長　川西義男先生 病院正面



「糖尿病治療のてびき」が新しくなりました。

わたしたち、糖尿病療養支援チームは医師、薬剤師、

保健師、管理栄養士、臨床検査技師、理学療法士、看

護師が参加する糖尿病に関することなら何事にも真摯

にマネジメントする、総勢13名の医療チームです。

このたび、わたしたちが編集を手がける「糖尿病治

療のてびき」が新しくなりました。初版以来、7年が

経過し内容も一部刷新しました。

初版以来のコンセプトとして文

字を減らし、図や写真・表を多く

用いて見て、訊いてわかる手引書

を作りました。当院で治療中の患者様、またその家族

の皆様が治療の一助にご活用ください。

①糖尿病の診断基準、診断の流れ
②HbA1cのJDS値とNGSP値についての情報
③新しい治療薬、早期インスリン療法の考え方
を追加
④足の手入れについての内容を一部変更
⑤作製時点で統計的資料は最新のものに変更

下記の内容がおおきく変わりました。

■配布の対象となる方
当院、内科・循環器内科に糖尿病で定期受診してい

る患者様。

または、糖尿病の治療目的で入院されている患者様。

2011.6 N�.25

ほっとネット 6

糖尿病療養
支援チーム　
看護師長

水口 ひろみ

㈰平成5年札幌医科大学
医学部卒.札幌医科大
学第2外科入局。現在
医師18年目

㈪血管、呼吸器外科
㈫車、バイク、スポーツクラブ通い、温泉
めぐりなど

㈬4月から勤務させていただいております。
設備も新しくスタッフも充実したJR病院
で働けることを楽しみにしていました。
当科は一人体制で不安もありますが皆様
のお力をお借りしながら、精一杯がんば
りたいと思います。どうぞ、よろしくお
願いいたします。

㈰平成19年大阪医科大
学医学部卒業。2年
間の臨床研修を経て、
北海道大学皮膚科入
局。現在医師5年目

㈪皮膚科
㈫ダンス、スノーボード
㈬H23年4月から着任致しました。様々
な皮膚疾患に精通し、高い専門性を
要する治療にも対応できる医療を目
指し、努めていきます。宜しくお願
い致します。

㈰平成18年札幌医大卒
業。2年間の初期臨
床研修を経て札幌医
大整形外科入局。札
幌医大病院、砂川市立病院、函館五
稜郭病院勤務を経て、平成23年4月よ
り現職。

㈪整形外科全般
㈬自己の研鑽に努め、患者様によりよ
い医療を提供できるようにがんばり
たいと思いますので、どうぞよろし
くお願いいたします。

呼吸器外科・血管外科
主任医長 小　 卓朗

皮膚科　副医長
大宮　若菜

整形外科　副医長
柏　隆史

左：初版本　　　　右：最新版



健康について、病気について、家族について、生活（食
事・運動・睡眠…）について等お好きなテーマで日頃感じて
いることを川柳にしてみませんか
ご応募頂いた中から、数作品を、JR札幌病院広報誌

『ほっとネット』に掲載いたします!!“奮ってご応募下さい”

■作品テーマ：
健康について、病気について、家族について、生活
（食事・運動・睡眠…）について等お好きなテーマで!
ただし、未発表作品に限ります。
（一人2作品まで応募可）。

■応 募 期 間：
平成23年　6月1日～8月31日

■応 募 方 法：
応募用紙に記載し、地域医療連携センター前に設置の
応募箱にご投函下さい。又は、住所・氏名・作品を記
載の上郵送でご応募ください。

■応　募　先：
〒060-0030  札幌市中央区北3条東1丁目　
JR札幌病院 地域医療連携センター
※作者氏名の公表を希望されない場合はペンネームを
掲載いたします。

■発 表 方 法：
広報誌『ほっとネット』紙面上にて発表いたします。
（応募作品多数の場合は、広報誌企画編集委員会におい
て選考の上、数作品を掲載いたします。）

■賞　　　品：
広報誌掲載作品には、図書券を進呈いたします。

お客様の個人情報は、掲載の通知及び賞品の発送以外
の目的で使用することはございません。

応 募 要 項復活“いきせん"
生き生き川柳

大募集

マツケンと言えば真っ先にマツケンサンバ
を思い出しますが、最近はマツケンと言えば
松山ケンイチのことらしいです。当院にも平
成生まれの看護師さんが登場し、おっさんは
齢を感じる今日この頃です。（マツ）

記後集編 発行日／2011年6月1日
編集長／伴　　紀宏
編集者／杉村　政樹・井上　正往・宮澤　徹也・大村　早代・坂本　瑞江

松本　道明・宮本　貴子・工藤あゆみ・夏目　健文
発行所／札幌市中央区北3条東1丁目

JR札幌病院　広報誌企画編集委員会
����://���.������������.���

JR札幌病院 
JR SAPPORO HOSPITAL

いきせん

大募集
いきせん

大募集

“ワーファリン”

「そらちゃんの顔色悪いよ、また［おかまバー］
へ行ったのかい」

「いや、心筋梗塞といわれワーファリンという
薬を出されたんだ!」

「ワーファリンは再発防止などにとても大事な
薬なんだよ!」

「だって、イケメンの医師に納豆食べるなと言
われたんだ」

「そんなイケメンおったかな〜?でも納豆、ク

ロレラ、セイヨウオトギリソウ、青汁などにも
この薬と相互作用するビタミンKが入っていて
薬の効果が弱くなっちゃうんだ」「もう一つ教
えようか?ワーファリンは殺鼠剤つまりネズミ
取りの薬にも使われているのさ、商品名は強力
ラットライス、強力デスモア、ネズミランチで
コロリなどさ」

「へえ〜、ところで、はなちゃんはねずみだっ
たよね?僕の薬呑むかい」

「僕はモモンガです!!」

「やっぱり納豆食べたいよ〜薬2個飲むから食べ
ていい?」

「だ〜め・・がまん!がまん!」
はなちゃん

そらちゃん

はなちゃん

そらちゃん

はなちゃん

そらちゃん

はなちゃん

そらちゃん

はなちゃん
そらちゃんそそららちちゃゃんんそらちゃんそらちゃん

＆＆＆＆＆
はなちゃんははななちちゃゃんんはなちゃんはなちゃん
シリーズシシリリーーズズシリーズシリーズ

そらちゃん

はなちゃん
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