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「巻 頭 言」 副院長（産婦人科主任医長）

寒河江　悟

この5年間なにをして来たのであろうか?患者さんをご紹介していただき、そのご期
待に応えてきたのだろうか? 主な仕事は、婦人科がん症例の治療と経過観察であり、
成績は他施設より良好なのか? またJGOG臨床試験に参加したり、前がん病変症例の診
断と治療とHPV感染との関連、その他に良性腫瘍の手術における出血量にこだわる術
式の開発、それらの難易度別の対応に問題はなかったか? また最近注目される外来での骨粗鬆症の診断と
治療、さらに中高年女性の健康増進へのあらゆる方向への寄与は出来たのか? こんなことを考える反省の
みの毎日である。不十分であったとしたら、その理由は病院における人員的な限界か、システム的な限界
か、設備的な限界か、これらの限界をbreak throughするにはどうすればよかったのか?時間はかかるが地
道な歩みしかなかったのか? 5年は案外あっさりと経過したものである。
この間に何が起きたのかを振り返ると、当院の新築、ITによる診療システムの改変、それに伴う人員の刷

新がどんどん進んできた。当院の新築により、患者さんは明らかに増加している。その中でますます周辺
からの期待度が増しているのも事実である。そこでこの期待度の高まりに対して、自分たちは何ができる
のか? 私が考える前向きの姿勢としては、まずは医療者個人個人のさらなる研鑽が必要である。いまのま
まで充分ということは絶対にない。ここらで各医療者の皆さんが仕事における自分の存在意義をもう一度
考え直してみませんか? 世界、日本国内、道内、施設内、職場内における自分の置かれている立場や位置
の確認をみなさん意識してみてはいかがでしょうか?「井の中のかわず」になり果ててはいないだろうか?
社会の一員としての貢献度は本当に十分なのかをもう一度考え直してみませんか? わたくしもしっかり考
えてみようと思います。

「ぎんなんの木はのこった」
内科主任医長

（広報誌企画編集委員長）

伴 紀 宏

病院南側の赤レンガ庁舎から東に延びる“北3条通り”は大
正13年に札幌で初めて道路が舗装された札幌の舗装道路発祥の
地で当時はブナ材をブロック状にして赤レンガ庁舎から延長
117メートル・幅14.5メートルに敷き詰めていたそうです。道
路脇の銀杏並木は翌年に、樹齢19年の荒川堤防用として育成さ
れていた木を東京土木事務所から譲りうけたものだそうで現在
では約100歳になります。ところで病院の正面玄関の途中にあ
るイチョウの木2本、東京出身ではなく昭和35年に建てられた
旧病院のときに植えられたといわれています。それでも推定
60歳になり患者さんや職員をいつも見守っています。ふと見
上げるとカラスの巣があり毎年カラスも巣立っていき、多くの
人が「ぎんなんの」実の恩恵にあずかりましたが昨年は工事の
ために剪定されカラスの巣も撤去され、実もなりませんでした
…今年は如何でしょう、いちょうの木は実をつけるでしょうか、
カラスも戻ってくるでしょうか? ときどき見上げてみてくださ
い。

平賀名誉院長提供
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本日は新任の副総看護長の鷹田さんと新任師長の石谷さん中村さん大山さんの
3人にお越しいただきました。

司会「石谷さんと中村さんは同期になるのですね?」
「そうです入社は私が12月、中村さんが1月の1ヶ月違いです」

司会「そのときから、お互いはライバルと見ていましたか? 
二人は仲がいいのですか?」
「え! 見ていました? でも鼻も引っかけられない感じがしてまし
たがね?」
「やっぱりね～同じ頃に入って、年齢も同じなのでね～」「清枝
さんは性格的に竹を割ったような方なので…でも仲は? いいわよ
ね～?」 「いいといって下さい!」

司会「7月1日付で副総看護長さんになりました鷹田さんにお聞きしますが、あと一つで頂点ですがや
はり最高峰を目指しているのですか?」
「目指していません!」 司会「本当は?」 「目指していません!」「病棟師長では責任が
自分に全てかかっていましたが、今は年は2番目責任は3番目?」

司会「現在の仕事を目指そうと考えたのはいつごろですか? きっかけは?」
「高校のときです、大学にいきたかったのですが弟が3人もいて家計が大変でした」
「16～17歳のとき看護婦さんの仕事にあこがれて」
「記憶には無いのですが小学校低学年のときの文集に看護婦さんになりたいと書いたそうです、
キャンディキャンディの影響でしょうか? 母親に勧められたのもあります」
「中学校のとき1番看護婦、2番美容師になりたいと思っていました、やりがいがある看護師を選
び早く仕事に就きたかったのと6人兄弟の5番目でしたので……」

司会「普段の時間の過ごし方や趣味などは?」
「着物の着付けや着物をきて出かけるのと買い物、映画を見るのが趣味です」
「クララと散歩とゴルフ」 司会「ハイジの友達?」 「犬のクララです、ゴルフは6～7年
ほどやっていて週に1回はレッスンに通っています」
「やはりJR社員ですから鉄道にのってぶらり一人旅です」
「ビヤホールに行ってビールを飲むことです、週末はだいたい行きます」

司会「それぞれの病棟の特徴は?」
「外科内科の混合病棟なので内科から外科へ迅速に対応できる病棟です」
「1ヶ月に140～150人の入退院がありそれぞれの科に対応したスタッフがいます」
「内科系の軽症や退院が近い患者さんがいます」

司会「最後に男性のタイプはいかがでしょうか?」
「夫です!」 「経済力!」 「無人島に
2週間以上生きていけるような野生人」
「自分には無いものを持った尊敬できる人!です」

司会「たくましくて、経済力があり包容力があるひと
ですね!容姿は?」
「この年で容姿は関係ないわよね～」
「みなさ～ん、募集中です、待ってま～す!!」
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○特○集 新任師長座談会 インタビュー

伴 紀 宏

鷹田副総看護長

左から石谷師長、中村師長、大山師長
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「股関節疾患の治療」
整形外科主任医長

岩崎　智紀

【はじめに】
股関節疾患には先天性股関節脱臼から壮老年期の変形性股関節症までその年齢によ

る疾患があります。女性に多く先天性股関節脱臼自体も股関節症の誘因となりますし
骨盤の成長不全である臼蓋形成不全や外傷、肥満、重労働、リウマチなども股関節症
の誘因となります。

【症　　状】
始めは無理をすると鼠径部や大腿がだるくなったり股内障で発症することが多いですが、坐骨神経痛の

ような臀部痛や膝上の痛みで受診されることもよくあり腰や膝が悪いと言われてずっと治療されていたが
良くならず当科を受診されることも多いです。
乳児期に股関節を治療されていた人は定期的に受診することが必要ですがそうでない人も上記の症状な

どあれば一度調べてもらった方が良いでしょう。
関節軟骨が磨り減ってきたら動作の始めや立ち上がり、階段昇降など体重が関節にぐっとかかる際に症

状がでやすいです。胡坐ができなくなってきたり物を跨げなくなったり関節の動きにも制限がでてきます。
病気が進むと長歩きもできなくなってきます。関節の形成が悪い人では不安定感を憶えることもあります。
ステロイド、アルコールを習慣性に服用している人では大腿骨頭壊死を生ずることがあります。壊死部

がつぶれると突然痛くなってきます。早期の受診、治療が必要です。

【保存治療】
股関節は筋肉でつられた構造をとっており筋肉（特に殿筋）を鍛えると関節のはまり込みが改善し関節

が安定化します。良好な可動域と筋トレが治療の基礎となります。一番大事な治療で、自分で憶えて継続
すると良いです。
減量や重労働の禁止など関節の負荷を軽減することも重要となります。このような治療を続けても関節

炎を生ずるようなら消炎鎮痛薬を使用し、臼蓋形成不全など骨性に咬み合わせが悪いようであれば骨切り
術などで関節の適合性を改善します。
軟骨の減り具合が進行し関節の隙間がなくなってきたら全人工股関節置換術の適応です。当然このころ

になると高齢になってきており負荷も軽減していますし筋力も衰えてきますので新しい人工関節に置換す
ることが最良の治療です。

【手術療法】
大きく分けると骨切り術と人工関節置換術があります。若年でまだ軟骨が比較的残っていて関節の適合

性を改善すると症状が改善する可能性のある症例には骨切り術の適応があります。高齢者や進行期の進ん
だ症例、末期の症例、脱臼例などは人工関節置換術の適応です。骨切り術は自分の関節をそのまま残せる
ので自己修復が期待でき耐久性にも心配なく良い手術ですが骨癒合に時間を要し入院・リハビリ期間共に
長期にあります。また軟骨の減りは止まったわけではないのでその内人工関節置換を必要とする可能性が
あります。人工関節置換は症状は良くとれますが機械の関節ですので動き、耐久性の面で多少の制限があ
りしゃがむなど関節を深く曲げたり、体を反らすような姿勢には注意が必要です。また人工物ですので時
間とともに劣化し長期間では入れ替えを要する可能性があります。一般的に50代以降に適応があります。
人工関節に置換しても大事なのは筋肉の状態ですので殿筋トレーニングなどで普段の管理が大事だと思

います。

【最 後 に】
いずれにしても治療開始は早い方が良いので、関節症の進行していない早い時期から減量、リハビリを

すると改善する例が多いのでおかしいなと思ったら一度受診をお勧めします。

シリーズ診療科発



当科では歯牙・歯周組織を含めた歯科領域一般、及び口腔内・顎口腔領域の診断と
治療を行っています。外来では歯科医師3名、研修医1名、歯科衛生士5名、看護師1名、
歯科技工士1名の総勢11名で働いています。

当科では、口腔外科だけでなく有病者の一般歯科治療もすべて担当医が対応しています。比較的大きな
処置の場合は、全身麻酔や静脈鎮静法を用いて患者様の精神的な不安や疼痛の軽減を図った上で処置して
います。（写真1）
１. 有病者、高齢者、障害者の方々への管理手法を用いながら、歯科治療時の苦痛を少なくした、安心

感のある歯科治療
２. 埋伏歯、歯牙移植、顎関節症、外科矯正、腫瘍（良性・悪性）、嚢胞、外傷、等の対応と治療
３. 補綴前の外科的処置（歯槽堤形成術や骨整形術など、顎骨の萎縮や、骨の隆起で義歯が合いにくい

方への外科的処置）
４. 口腔乾燥、舌の痛み、口腔粘膜疾患、口臭などの口腔内トラブルへの対応
５. 口腔ケア、嚥下障害患者への相談・対応

歯を含めた口腔内、顎口腔系に異常のある方は当科にご相談ください。

補綴でも匠の技で数多くの患者様の支持を得ている松田曙美先生、患者様への丁寧な対応と説明で人気
を誇る小林一三先生、そして経験豊富な上司二人のもとで日々精進中の私、中川靖子の3人の歯科医師と研
修医・歯科衛生士・看護師・歯科技工士で診察に当たっております。（写真2）
ほかにも、他の開業医に勤務しながら当科で研鑽を積んでいる先生方、実習に来る歯学部生や歯科衛生

士学校の学生たちなどで、いつも活気にあふれています。

当科は地域連携の医院・歯科医院からの紹介が多く、紹介元の医院では処置が困難な外科処置を外来も
しくは入院管理下で行っています。埋伏抜歯などだけでなく、有病者や高齢者（認知症を含む）の外科処
置・歯科治療や、補綴前の外科処置も積極的に行っています。そして、外科処置終了後は可能な限り紹介
元の医院での継続治療をお願いしています。口腔外科症例やリスクの高いと考えられる処置の際には当科
を活用していただければ幸いです。

４連携について一言

３スタッフの紹介

２当科の特徴

１ 診療内容

ほっとネット 4

診療科紹介「歯科口腔外科」 歯科口腔外科医長

中川　靖子

写真1 写真2 外科スタッフ一同
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東区の「にしはら内科クリニック」院長　笹村崇子と申します。平成15年2月に開院
いたしました。
当院は旧石狩街道沿いに面し、JR札幌病院とは同じ通り沿いにありバス1本で行ける

こともあり、当院に通院されている患者様にとりましても、距離は少しありますが身
近な病院として大変お世話になっております。
現在当院で可能な検査といたしましては、血液・尿検査、胸部・腹部レントゲン検査、心電図、24時間

心電図、腹部超音波検査、上部内視鏡検査（口から挿入する内視鏡の他、鼻から挿入する経鼻内視鏡も施
行しております）、呼吸機能検査を施行しております。又、平成20年11月より禁煙外来も開設し、禁煙を希
望される患者様の治療もさせていただいております。一般内科医として生活習慣病、消化器、循環器、呼
吸器等内科全般に対応するようにしていますが、クリニックで出来ることは限られており、病状に応じて
各専門病院に紹介しております。JR札幌病院は地域医療連携センターを通して常日頃より大変お世話にな
っております。連携センターのスタッフの方々は他の病院と比較しても大変親切で対応が気持ち良く、安
心してお願いできる連携病院です。本当にいつもありがとうございます。又、各科の先生方におかれまし
ても、お忙しい中いつも可能な限り対応していただき、迅速にご報告いただいておりますことを深く感謝
申し上げます。
地域のクリニックにとりまして、JR札幌病院は本当に信頼できる連携病院であり、今後とも連携しなが

ら患者様により良い治療を提供できましたら幸いです。

［診療時間］
月、金：午前9：30～13：00、午後15：00～19：00
火、水：午前9：30～13：00、午後15：00～17：00
木、土：午前9：30～13：00
（午前9：00～9：30は予約検査時間）
（健診、禁煙外来の受付は、受付終了時間の1時間前まで）
休診日：日曜、祝日

［住所］ 札幌市東区北30条東1丁目4―1
［電話］ 011―721―2486
［ホームページ］
http：／／www.myclinic.ne.jp／nishihara_c／

にしはら内科クリニック
にしはら内科クリニック院長

笹村　崇子先生

①昭和63年旭川医大
卒、麻酔科医を経て、
北大公衆衛生学講座
で労働衛生に関わり
始め、本年7月より当院に勤務。

②労働衛生、産業医学
③旅行、音楽、読書、厚労省サイト
(これからは国交省も?)の追っか
け。

④多くの人が社会の中で健康で活躍し
続けられるよう、精一杯応援します。

①平成8年札幌医科大
学卒、同眼科学講座
入局。札幌医科大学
附属病院、江別市立
病院、苫小牧市立病院に勤務、平成
22年9月より当院勤務。

②緑内障
③ゴルフ（レジャーゴルフです!）、ウ
インドウショッピング、ピラテイス

④適切な医療を提供し、患者さんに笑
顔で帰っていただけるように頑張り
たいと思います。どうぞよろしくお
願いいたします。

①平成8年昭和大学医学
部卒、北海道大学皮膚
科入局、社会保険総合
病院、釧路労災病院、
函館中央病院、北海道がんセンターな
どに勤務。平成15年から北大病院勤務
し、平成22年9月から当院勤務。医学
博士、日本皮膚科学会専門医。

②皮膚科全般、皮膚レーザー治療、水疱
症

③野球、テニス、釣り
④患者様、当院の皆様に愛される皮膚科
を目指します。

地域発

新任医師紹介
①略歴　　②専門分野　　③特技・趣味　　④一言

保健管理部 感染科主任医長
笠井　世津子

眼　科
田中　祥恵

皮膚科　主任医長
伊藤　圭



ほっとネット 6

呼吸療法支援チームは平成21年4月に結成し、現在活動を行っていま

す。チームメンバーは、3学会合同呼吸療法認定士の資格を有している

看護師7名、理学療法士1名で構成されています。また、アドバイザー

として副院長の四十坊先生と保健管理部の谷口先生が参加しています。

昨年度の活動内容は、院内の医療スタッフへ『体位ドレナージと呼

吸リハビリテーション』の学習会を実施し、呼吸ケアに関する知識・

技術の提供を行いました。また、呼吸器内科医師からの依頼を受け、

呼吸リハビリテーション入院のクリニ

カルパスを作成しました。この

他に、チーム内の学習会と

して、活動日に呼吸療法に

関する勉強会を実施して

きました。

今年度は、院内スタッフに向けて『禁煙』の学習会を企画していま

す。今後も更に多職種と連携し、臨床の場に役立てる学習会の企画、指

導やアドバイスを行い、患者様のケアに活かしていきたいと思います。

活動紹介「呼吸療法支援チーム」

骨粗鬆症（こつそしょうしょう）は、
骨の化学的組成に異常はないが、単位
容積当たりの骨質量が減少した状態
で、骨折のリスクが高くなります。日
本で500―1000万人の方が罹患して
いると言われていて、閉経後の女性に多くみられますが、
男性にもみられます。
左にご覧いただいているレポートは、骨密度検査の終了

時に患者様用としてお渡しする検査結果です。年齢ととも
に骨密度の変化を見ることができます。
この用紙とは別に、検査した部位の画像や診断基準とな

るTスコアをはじめ、そのほかの各測定値をCD―Rに保存
してお渡しいたします。
この検査の所要時間は、5分から10分程度になります。
高齢者の自立を喪失させる起因の一つでもある「骨折」

を将来に向けて防ぐために、是非この検査を受けてみませ
んか?
最寄りの診療科医師へご相談ください。

もう始まっています～骨
こつ

粗
そ

鬆
しょう

症
しょう 中央放射線室主任

井上　正住

スクイジング※の勉強会 ※スクイジング：痰を出しやすくする手技



新病院になったことを契機に、地域の皆様への一層のPRが必要ではないか。―――
この課題に対し、当院の外科医の提案がきっかけとなり、初の試みとなる中学生向け
の「外科手術体験セミナー」を開催することとなりました。
現在、近隣の札幌市立中央中学校と北辰中学校の2校を対象に、今年10月の開催に

向けて準備を進めているところです。また、「外科手術体験セミナー」の開催とあわせ
て、保護者向けの「健康セミナー」も実施します。（同日開催）

中学生という心身ともに大きく成長する時
期に、外科医や看護師を始めとする当院のスタ
ッフがどのような影響を与えるのか、楽しみな
一方で責任も伴いますので、しっかりと準備を
行って是非成功させたいと考えています。

平成22年10月

外科手術体験セミナーを開催します!
企画室長

木元　剛

立体駐車場使用開始のお知らせ（立体駐車場利用方法）

厚労省によると去年の日本人平均寿命は男性が79.59歳、女性は86.44歳というこ
とで女性は25年連続世界一だそうです。そして100歳以上の方は去年9月時点で全国に
約4万人いるとのこと。医療技術が進んで長生きできるのは大変いいことだと思うが、
年金や高額医療費などの高齢化社会の抱える様々な問題が山積みの日本で、先行きが
非常に不安であるのは私だけではないと思います。本年7月末頃に東京都杉並区では都
内最高齢と称されている113歳女性の安否がわからなくなったことがあったが、このよ
うな都会ならではの事例がおそらくほかでもありそうな気がする。（M.I）

編集後記（ほっとネット23）

ほっとネット22号クイズ

当選者発表当選者発表当選者発表

クリスマスコンサートのクリスマスコンサートのクリスマスコンサートの
お知らせお知らせお知らせ

12月11日 土曜日午後から当院１階ロビー
にて開催予定です。お楽しみに!!

当院で新たにはじめたドックは?

○心○臓○血○管ドック答

問題

発行日／2010年10月15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／JR札幌病院　広報誌企画編
集委員会

外科手術体験セミナー

・中学生対象。（15名程度）
・手術室において、患者様に見立てた教育用の人体マネキンを
使用した超音波メスによる模擬手術の体験や、手術用の縫合
糸による糸結び練習などの体験型プログラムを実施します。

健康セミナー

・保護者対象。（15名程度）
・身長体重の測定や採血などの検査と問診の他、管理栄養士に
よる栄養管理の話、療法士による体操の紹介を行います。

〔実施概要〕会場は当院。
開催日時は10月23日（土）13：00～16：30。

利用者の区分
外来受診・入退院の送迎の方
お 見 舞 の 方
そ の 他 の 方

●料金体系
利用料金

1日につき200円
1時間の利用につき200円、以降30分につき100円
1時間の利用につき400円、以降30分につき200円

項　　目

駐 車 場 へ の 入 場

外来受診・入退院
の 送 迎 の 方

お 見 舞 の 方

●利用方法

●営業時間　午前6時から午後9時まで

説　　明
入口の駐車券発行機から「駐車券」を抜き取ることに
よりゲートが開きます。
受診の方は4番料金窓口で、入退院の送迎の方は1番入
退院受付窓口で、駐車券に「認印」を受け、事前精算
機または出口精算機で料金をお支払い下さい。
守衛・防災室で、患者名を申告うえ駐車券に「認印」
を受け、事前精算機または出口精算機で料金をお支払
い下さい。

院
内
で
の
取
扱

JR札幌病院 
JR SAPPORO HOSPITAL

中学生向けの

申し込みは終了いたしました。

応募者多数につき抽選を行い、
下記2名の方が当選されました。
吉田ヤス子様　　原田　義英様


