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新年明けましておめでとうございます。 

 昨年は、北海道経済も公共事業費の削減により、景気の停滞が長期化し回復の糸口
の見えにくい状況が続きました。また、８月に台風 10 号、９月には十勝沖地震と各所
で被害が出て厳しい状況にありましたが、今年は良い年でありますようにと、皆様も
祈願していることと思います。 
 医療においても、昨年は一般患者さんの負担の変更や介護報酬の改定、診療報酬の
一部改定があり経営に与える影響も大きく、また利用される患者さんも負担増となっ
てきております。 
 さて、当院の地域医療連携室も、『地域医療機関との緊密な医療連携により良質で効
率的な医療の提供をすることで、地域住民により満足される医療の提供を図る。』こと
を目的として設立一年余を経過し、近郊病医院のご協力のもと日々活動が活性化してまいりました。地域医療
連携室の設立までには色々とありましたが、現在は紹介患者数も着実に増え診療部門との連携、紹介元への回
答返書の送付、広報活動等々、機能を充実させてきております。これもひとえに皆様のご指導・ご鞭撻による
ものと深く感謝している次第です。 
 現在までの当院へご紹介いただいている医療機関数は 574 病医院となっており、広報活動も機関紙「ほっと
ネット」の発行、昨年１０月には、地域医療連携室として「開設一周年記念講演会」を企画開催し、100 名規
模の参加のもと盛会のうちに終了しております。 
 今年も連携室スタッフは、広報活動・講演会等の企画を行いながら、連携体制を充実させ地域の医療機関か
らも、患者さんからも『利用し易い地域医療連携室』を目指し積極的に活動してまいりますので、本年もよろ
しくお願い申し上げます。 
 北海道の寒さはこれからが本番です。皆様、健康に留意されまして益々のご活躍をご祈念申し上げます。 
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 ﾍﾟｰｼﾞ ■トピック『最近の食物アレルギー』（小児科）  （４） 
■病院長あいさつ （１） ■専門外来紹介（眼科）～ロービジョンクリニック（５） 
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明けましておめでとうございます。 
昨年１１月１日より形浦前室長に代わりまして地域医療連携室の室

長を拝命いたしました。 
 昨年は諸先生のご支援により紹介率が２０％を超えることができました。心より御礼申し
上げます。当院が徐々にご理解いただけるようになったものと考え、今後更に良質な医療を
提供できるよう病院全体で努力していくつもりです。今後一層診療の機能分化が進む中で医療連携は益々重要
になって参ります。当院としても地の利を生かし、多くの専門の診療科を有する総合病院として、諸先生と双
方向性の連携を深めて行ければと考えております。その一助となるように、昨年行いましたような、諸先生の
日常診療に役立つ内容の講演会やご紹介頂いた症例についての検討会の開催、或いは当院内で行われています
院内勉強会のオープン化などを予定しております。お気軽に参加頂ければと存じます。 
 当院連携室も２年目を迎え、徐々に活動内容は充実してきております。とはいえ、地域連携の最終目標は、
退院された患者さまを、ご紹介頂いた医療機関の先生及び、訪問看護師やヘルパーの皆様とともに支援できる
体制をつくり、充実したケアのお手伝いができるようにすることと考えますが、未だそれには程遠い状態です。
諸先生のご支援、ご協力を頂きながら徐々にネットワークを構築することができればと願っております。 
 末筆ながら、本年も諸先生がご健勝にて活躍されることをご祈念申し上げます。 

 

 
 
 
 

Ⅰ．診療内容および当科の特徴 
 
当科では長年、平賀洋明院長が呼吸器疾患、とりわけサルコイドーシ

スの専門医として診療に携わり、サルコイドーシス患者さんが多い点が
大きな特徴で、道内のサルコイドーシス患者の約半数がフォローアップ
されており、確定診断率も約 8 割に達しています。 
また旧国鉄時代からの患者さんも多く、喫煙率が他に比べ高い傾向に

あるためか、慢性閉塞性肺疾患、喘息の患者さんの占める割合が高く、
加えて職業性の塵肺、アスベスト肺の患者さんなども含め在宅酸素療法
患者数は増加傾向にあり、外来では禁煙教育も行っています。 
近年、肺癌患者さんも増え気管支鏡や超音波を用いた非侵襲的検査に

てより正確な診断を行い、治療方針を決定しております。治療法として
は外科手術や癌化学療法に加え、免疫療法にも積極的に取り組んでいま
す。その他には健診ドック、集団検診の胸部レ線読影も行い、これら呼
吸器疾患の早期発見に努めております。 

 
 
 Ⅱ．スタッフ紹介 

現在、平賀洋明（院長）、四十坊典晴（主任医長）、高橋隆二（医長）、
伊藤峰幸（医長）、市村志保（医長）の 5 人で担当しております。 
また、緊急の患者さんは随時診療致しますので、その際は事前に御連
絡を頂けると幸いです。夜間、土・日曜日、祝祭日は当番医が対応し
ております。 
 
Ⅲ．連携について 
慢性閉塞性肺疾患、肺癌、サルコイドーシス等、呼吸器疾患の場合、 

放射線学的検査（CT，MRI，シンチグラフィー）が診断上重要ですが、
当院では放射線科の協力にて迅速な検査体制が整えられております。 



①難聴、②めまい、③顔面神経麻痺、④外耳疾患、 
⑤中耳疾患（急性・滲出性・慢性・真珠腫性中耳炎、etc．）、 
⑥鼻･副鼻腔疾患（副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、鼻出血、腫瘍、etc．）、 
⑦咽頭・喉頭疾患（扁桃炎、咽頭炎、喉頭炎、声帯ポリープ、腫瘍、etc．）、 
⑧閉塞性睡眠時無呼吸症候群、⑨頭部・顔面外傷、 
⑩唾液腺疾患、⑪頭頸部・甲状腺腫瘍            など 

手術施行耳の内訳(2002.1～2002.12) 

新鮮例 真珠腫性中耳炎 ３４ 

 穿孔性中耳炎 ２６ 

 癒着性中耳炎 ６ 

 鼓室硬化症 ５ 

 外傷性耳小骨離断 ３ 

 中耳奇形 １ 

術後例 中耳炎術後症 １８ 

合計    ９３ 

手術施行鼻関連の内訳(2002.4～2003.3) 

入院 内視鏡下鼻内手術 ９４ 

 鼻中隔湾曲症矯正手術 ３１ 

 (その内26例は上記 2手術を同時施行) 

 顔面外傷(眼窩壁骨折整復) ４ 

 顔面外傷(鼻骨骨折整復) ３ 

外来 鼻ｱﾚﾙｷﾞｰに対するﾚｰｻﾞｰ手術８８ 

 鼻茸外来手術 ８ 

合計  ２２８ 
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耳鼻咽喉科主任医長 
                                            染 川 幸 裕 
 
 
 

Ⅰ．診療内容 
耳鼻咽喉科疾患はすべて扱  

います。具体的には右表の通り
です。 
外来では、必要に応じて、鼓

膜、鼻腔、喉頭（声帯）などを
内視鏡で検査し、これをテレビ
モニターを用いて患者様に説明を行っています。さら
に、断層X-P、CT、MRI、超音波機器などで速やかに精
査し説明を行っています。 
 ⑧閉塞性睡眠時無呼吸症候群に関しては、当院がJR
職域病院であることから、睡眠時無呼吸症候群を扱う
ことが社会的ニーズになりました。対象となる患者様
には、まず睡眠時呼吸モニターを行い、その結果に内
科的（呼吸器的、循環器的etc．）問題も検討して、   
総合的に治療法の選択を行います。          1.めまい検査  2.鼻アレルギーの  3.電子内視鏡 
                １．中耳疾患             CO2レーザー  
Ⅱ．当科の特徴 1)幼少児の難治性滲出性中耳炎に対するチューブ治療 

2)慢性中耳炎や真珠腫性中耳炎などに対する手術治療により病態と聴力 
 の改善を目指します。 
２．鼻･副鼻腔疾患 
内視鏡モニターを使用して、鼻内からの操作で行ないます（内視鏡下鼻 

  内手術）。この手術は、鼻･副鼻腔の病変を明視下に処理できるように 
なり、低侵襲に加え、治療効果を確実に期待できるようになりました。 

 
 
 
 
 
 

３．閉塞性睡眠時無呼吸症候群 
 閉塞部位（咽頭、鼻腔etc．)に対す
る手術治療による改善を図ります。 
 
Ⅲ．スタッフ紹介    Ⅳ．連携について 
３名で担当しています。            耳鼻科領域は、耳科、鼻科、アレルギー、平衡神経、口

腔・咽頭・喉頭・気管、唾液腺、そして頭頸部腫瘍領域と
多種に及んでおります。各領域は専門化するとともに、患
者様が我々医療サイドに求める水準は年々高まっていると
思います。結果を出すのは当然としても、さらに出す過程
にも十分なコンセンサスが求められていると思います。し
たがって、我々は常に謙虚に「患者様の求めていることは
何なのか？」と耳を傾け、さらに「ご紹介いただいた先生
の意図に沿った治療」を心がけようと考えております。    

今後ともどうぞよろしくお願い申しあげます。

１ ２ ３ 

染川幸裕（主任医長、昭和５４年札幌医大卒）：
おもに手術治療を担当 
形浦昭克（顧問、前札幌医大耳鼻咽喉科教授）：
病巣性扁桃炎、睡眠時無呼吸症候群に造形が 
深い  
高田竜多（医長、平成１年札幌医大卒）： 
おもに小児滲出性中耳炎、アレルギー性鼻炎、                                         
睡眠時無呼吸症候群を担当 

１ 

２ 
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                            小児科主任医長 
                   中 山 雅 之 
 

  

食物アレルギーは、小児科に限らず、どの科でも日常診療で身近に経験
する病気です。 
ただ、免疫学的な機序により発症する、生体への障害性の反応（adverse 

food reaction）と、乳糖不耐症やふぐ中毒などの食物不耐症（food 
intorelance）を区別して考えることが大切で、食物アレルギーとは、前
者をさしています。最近の粘膜免疫の進歩によって、食物アレルギーの発
症に対する理解は進んできているとはいうものの、その治療にたいして
は、目立った進歩がみられないのが現実のようです。 
臨床症状は、次の通りです。 

１） 皮膚症状：急性蕁麻疹と血管性浮腫が最も一般的です。即時型の反応のため、原
因を比較的容易に判断できます。アトピー性皮膚炎とも、密接に関係する場合が
ありますが、慢性病変のため、抗原除去には慎重であるべきだと思います。 

   
２） 消化器症状：oral allergy syndrome といわれるものの他に、好酸球性胃腸炎、

良性直腸肛門炎、食物過敏性腸炎などがあり、下痢、腹痛、嘔吐などを主症状と
します。 

 
３） 呼吸器症状：鼻水、くしゃみ、喉頭浮腫、喘息発作などが知られています。 
 
４）アナフィラキシー：IgE 抗体を介した、即時型の反応のうち、蕁麻疹、喉頭浮腫、
 気管支攣縮、血圧低下、下痢、不整脈などの症状を呈し、時に死に至る全身反 
 応をいいます。通常摂取後３０分以内に発症することが多いのですが、その他、
 初期症状の１～８時間後に後期症状を呈する２相性のもの、症状が５～３０
 時間も続く、遷延性のものが知られています。 

トピックの１ 
食物アレルギーの治療で最も重要なのは、アナフィラキシーの治療ということになります。特

に、初期治療としてエピネフリンの投与が重要です。症状発現の一時間以内にエピネフリンの皮
下注射を受けた患者の多くが救命されていることから、アメリカでは、患者に対するエピネフリ
ンの自己注射の教育がなされています。日本でもこの度メルク社より、“蜂毒に対する”という
限定つきではありますが、エピペンなる自己注射用のエピネフリン注射液が発売されました。は
っきりと適用を広げてほしいのですが、非常に危険度の高い症例では、拡大解釈もあるかなと考
えています。 
トピックの２ 
EIA(excersize induced asthma)というのは、一般的な知識ですが、同様のことが食物アレル

ギーにも存在します。特定の食べ物を摂取した後、運動するとショック状態になるもので、運動
誘発食物依存性アナフィラキシーと呼んでいます。運動による血流の増加、食物抗原の吸収亢進、
マスト細胞からのケミカルメデイエーターの遊離亢進などが、原因として考えられています。原
因の除去と食後の運動制限が対策ですが、まずは注意深い病歴聴取により、その存在を見出すこ
とが大切です。 
 



 
・ニーズの把握 
・保有(残存)視機能の評価 
・補助具使用以前の視覚活用技術の獲得 

＝偏心視、視野障害に応じた代償的眼球運動など＝ 

・視覚補助具の選定・処方 

＝拡大鏡、単眼鏡、遮光眼鏡、拡大読書器など＝ 

・視覚補助具の使用訓練 
・視環境の改善 
・家族等による理解と支援の促進 
・視覚に頼らないリハビリテーションの導入 
・社会福祉制度の活用 

図１ 各種の視覚補助具(拡大鏡・単眼鏡) 
倍率、保持形式、照明など、個々の視機能
の状態に合わせて選定する。 

図２ 当科外来のロービジョンコーナー 
右手に３台並んでいるのが拡大読書器。新
聞などの文字を、ＴＶ画面上で約 50倍まで
拡大する。同時にコントラストの最適化、
黒白反転、カラー表示などの調整が可能。 
矯正視力 0.1 未満でも十分に新聞を読むこ
とができる。その他に計 200 点以上の視覚
補助具を常備し、首都圏以北では最も充実
した備品内容を有する。 
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 ロービジョンクリニックって何？ 
 
当院眼科では１９９７年春から専門外来としてロービ

ジョンクリニックを開設し、まもなく７年が経過しよう
としています。眼科の患者さんは、何らかの視覚上の問
題を抱えて受診されるわけで、手術、薬物治療、あるい
は屈折矯正などの治療的手段でその問題が解消されれば
よいのですが、病態によっては治療の限界があり、視覚
上の障害が生じるのを避け難い場合があります。そのよ
うな場合に、表に示すような内容のケアを通じ、残存視
機能を最大限に活用して視覚障害によるＱＯＬの低下を
防ぎ、自立と社会参加を維持しようとするのがこのクリ
ニックの目的です。いわゆる「視覚障害者」として身体
障害者手帳の等級に該当するような障害に対象を限定せず、各個人の日常生活上、あるいは就労や就学などの
社会生活上、何らかの視覚上の不自由を感じる状態をひろく「ロービジョン」という言葉でとらえ、個々の障
害の程度に応じたケアをすすめます。発祥の地であるアメリカでは約５０年の歴史を持ちますが、日本では眼
科医療の中でのロービジョンケアの歴史は比較的浅く、７年前の時点で当科の他にロービジョンクリニックを
持つ眼科は全国に数カ所しかありませんでした。しかし最近数年のうちにロービジョンケアの重要性が多くの
眼科医の間に浸透し、日本の大学病院眼科の過半数がロービジョンクリニックを持つに至っています。その中
で、当科は全国に約３０ヶ所のロービジョン基幹病院の一つとして日本眼科医会のホームページに掲載される
など、北海道地域のロービジョンケアのセンターとして機能しています。 
 
ロービジョンと地域連携 
対象となる病態の性格上、ロービジョンクリニックの患者さんのほぼ

全てが院外からのご紹介により受診されており、これまでに約 300 名の
患者さんを道内各地からご紹介いただいています。その中で、市町村の
相談窓口や、学校、障害者団体、リハビリテーション施設など、医療機
関以外からのご紹介が相当な割合を占めるのが特徴です。日本全国で約
100 万人、北海道でも約５万人のロービジョン者が潜在的に存在すると
推定されていますが、そのなかには眼科に通院されていない方も多く、
ロービジョンケアを受ける機会のないまま放置されている例が殆どです。
眼科以外の診療科の先生方も、ロービジョンケアを要すると思われる患
者さんを担当された場合は、ぜひご紹介いただきますようお願いいたし
ます。また、２００４年１２月には第１回アジアロービジョン会議が香
港で開催される予定ですが、今後は日本とアジア太平洋地域各国のロー
ビジョンケアシステム確立を目指した「地域連携」が模索されています。
当科は、地理的な条件の上からも、ロシア極東を含めた北方圏地域を対
象として、国際的地域連携にも貢献したいと考えています。 
 
ロービジョンクリニック受診のご案内 
 

表・ロービジョンケアの内容 

■平日午後（手術日以外） ■完全予約制（１人１回６０～９０分） 
札幌及び周辺にお住まいで通院可能な方は、平日午前の一般外来(予
約不要)を受診していただき、ここで眼科一般検査を済ませたうえ
で、ロービジョンの予約をしていただきます。遠隔地の方や、障害
の程度が重く通院が困難な方は、直接電話でご相談のうえ予約しま
すので、眼科外来へお電話をお願いいたします。 

眼科主任医長
永 井 春 彦 



人体に無害な微量のラジオアイソトープによ
り、狭心症、心筋梗塞などの心疾患の診断、病態
の評価および治療効果の判定を行う方法です。核
種としては、心筋障害・冠血流障害の程度を評価
する目的で 201Tl（タリウム）および 99mTc（テクネ
シウム）製剤が広く用いられ、これらは心機能を
評価する上でも有用です。また、123I-BMIPP は心筋
の脂肪酸代謝を反映し、心筋梗塞・不安定狭心症
などの重症虚血を評価する上で有用です。さらに、
特殊な検査として心筋の炎症性疾患（心筋・心膜
炎、心臓サルコイドーシス等）の診断に 67Ga（ガリ
ウム）が用いられます。検査法は安静時シンチグ
ラムと負荷時と安静時を比較する負荷シンチグラ
ムに大別されます。 

負荷シンチグラム（201Tl・99mTc 製剤）(図 1-3)は
循環器医師立会いのもとで心電図・血圧を測定しな
がらエルゴメーター（自転車）運動負荷を行うもの
で、労作性狭心症を診断する上で安全かつ最も有用
な方法です。十分な運動ができない場合には、薬物
負荷（ジピリダモール負荷、ドブタミン負荷）によ
り評価することが可能です。シンチグラムの利点
は、心電図上虚血評価困難な例（脚ブロック、WPW
症候群、ジギタリス剤使用など）でも診断可能なこ
と、虚血・障害の部位診断が可能、心機能評価も同
時にできる点、高い感度・特異度（80%以上）、およ
び運動困難な例においても評価可能なことなどが
上げられます。 

紹介医 

地域医療連携室 

ＲＩ検査室 

①電話にてお申し込み下さい。(ＦＡＸ可) 

お電話は、地域医療連携室より、ＲＩ室
に転送し、技師が応対します（検査のご
説明・確認、日時うち合わせ）。 

②予約票を FAX します。
内容をご確認の上、患者
様にお渡し下さい。 

札幌鉄道病院 地域医療連携室だより（６） 
 

  

               循環器科主任医長  
             土 田 哲 人 

  

 
 
 

 
 
 
 
 

図１：エルゴメーターによる運動負荷   図２：シンチグラム撮影  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３：運動負荷シンチグラム 

（Bull’s-eye法） 
運動時には前壁が血流低下し（青部分）、
4 時間後（安静時）には回復することよ
り、前壁の虚血（狭心症）と診断されま
す。これより、責任冠動脈は左前下行枝
であることが推測されます。 



最近の代表的な図書 
 

・最新臨床核医学 久田欽一 監修 金原出版 
・核医学検査ガイドブック 西村恒彦 編 プリメド社 
・臨床腎臓核医学 玉木長良 監修 メディカルレビュー社 
・画像診断  知っておきたい核医学診断の数値データ 秀潤社 
・機能代謝画像診断法と分子画像 西村恒彦 編 南山堂 

骨シンチ（成人）の被ばく量ー経費 

     

投与量 MBq  線量 mGy  ３割負担分（円）

555 （当院）      7.68   14,500  

740 （全国平均） 10.24   16,000  

  1,110 （全国最大） 15.36   19,000  

     

腹部（正） X-P  10.00    

腹部（単純）CT  25.00    

 

札幌鉄道病院 地域医療連携室だより（７） 
 

 
 

 
 
  
 
 
当科では RI・CT・MRI・口腔外科の各分野の認定専門医が読影しレポートを作 

成しています（常勤１名・非常勤４名）。読影する場所は各モダリティの操作室 
内にあり医師と技師のコミュニケーションが充分とれる環境になっています。 
放射線検査部門は伊藤和夫医師が赴任されてから装置の整備や検査方法・画像 

の改善が急速に進みデジタルネットワーク網も配備されました。当然読影レポート 
も活字化され、より正確に情報を伝達出来る形となっています。核医学は伊藤医師 
の専門分野の一つであり専門医が常勤している施設は全国でも数少ないようです。 
国内外の研究論文は数多く、執筆されている図書も多くあります（下記）。  
これらの図書は放射線技師なら誰でも知っているもの               伊藤和夫主任医長 
ばかりで必ず目を通す本でもあります。骨スキャンな
どに関する講演も各地でされています。また先生が考
案された W-ウエルシンチレーションカウンターを利
用しての腎機能評価・肝予備能評価・全身血液量測定
などの検査もできるようになりました。 
最後に手前味噌なはなしになりますが、技師による

この装置の基礎性能についての研究が Eur J Nucl Med 
で発表さ れ論文が Ann Nucl Med( Ｖ ol.17 No.5 
July2003)に採用されました。技師のレベルアップにも
貢献して戴いている先生です。 

 
ご存じですか？  

                      コストと被ばく量 
核医学検査に使用される放射性同位元素は8種類ですが、

検査目的により姿・形を変え放射性医薬品として認可され
ているものは現在 35 種類程度あります。投与する放射性医
薬品の量は IAEA（国際原子力機関）-BSS のデータを参考に
核医学会や放射線技師会の医療被ばくガイドライン等で基
準量が定められていますが、装置の性能・患者様の体重・
容態などその施設の考えかたにより様々です。骨シンチを
例に比較してみました。（右図）全国アンケート調査では成
人の投与量は多いところでは1,110MBqですがガイダンスレ
ベルは 600MBq となっています。医療費本人負担額は施設により 4,500 円もの差額が生じることになります。
被ばく線量は比較のために腹部 X-P と腹部 CT の標準の値を記載しています。 

 

放射線技師が紹介する放射線科医師 

RRII ののははななしし  

主任放射線技師 
伊 原 康 二 

札幌鉄道病院ホームページのご案内 
【http://www.jrsapporohosp.com】 

 
各診療科の担当医師、診療内容をはじめ、交通・設備・
入院のしおり等、わかりやすく紹介をしております。 
また、曜日別医師診療予定表、休診案内も随時更新して
おります。是非、一度ご覧下さい。 
（ほっとネット№1，№2 および本誌も掲載予定です） 
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初春といえども冬本番、寒さと雪かきの日々で春が待ち遠しい今日

この頃です。 
本誌の発行も、今回で３号目となりました。当院の紹介を中心に内

容も充実させ、カラフルにリニューアルいたしました。ご活用いただ
ければ幸いです。 
当院地域医療連携室も２年目を迎え、徐々に業務も拡大しつつあり

ます。紹介患者様とは受診科までのご案内のわずかなふれあいですが、
患者様から紹介医の先生についてのお話を伺うことが度々あり、親し
みを感じたり（勝手なことを言ってすみません・・・）で、ますます
医療連携の大切さを感じる日々です。 
今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。本誌について、また、

連携に向けてご意見いただけましたら幸いです。     
地域医療連携室スタッフ（坂本･塩谷） 

 
地域医療連携室まで FAXまたは TEL 
でお申し込み願います。 
 
 直通 TEL （011）200－8277 
 FAX （011）200－8269 
 
予約受付時間 月～金 9:00～17:00 
        土  9:00～12:00 
 
※ 次の様な場合は直接担当医、又は、各科

外来にご連絡下さい。 
（代）TEL  (011)241-4971・4972 

 
 
・緊急性が高く、早急に対処が必要な場合 
・病状を詳しく説明する必要がある場合 
・入院予約の場合 
 
※ 科により、時間予約制をとっていない場

合がございます。 
 

地域医療連携室では、地域の医療機
関との連携の窓口として、ご紹介頂い
た患者様への対応をさせて頂いてお
ります。診療・検査のご予約について
は左記要領にて承っております。 
 
詳細につきましては、『地域医療連携

室ご利用の手引き』をご参照下さい。 
ご利用の手引きをご希望の際は、お届

けさせていただきます。恐れ入りますが
当室までご一報いただければ幸いです。 
当院ホームページでもご覧頂けます。
http://www.jrsapporohosp.com 

診療・検査予約 

昨年 10 月に開催いたしました講演会

の様子です。地域の諸先生方の多数の

ご参加有り難うございました。 

2003.10.3 
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