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「新年のご挨拶」 JR札幌病院　院長

安藤　利昭

皆様　明けましておめでとうございます。
新しい年をどのように迎えられたでしょうか。
昨年は何と言っても猛暑とそれにより多くの方の尊い命が奪われたのみならず農業

を中心とした一次産業に多くの被害が出たことが極めて残念な出来事であったかと思
われます。しかし、その中で、チリの落盤事故で33人が奇跡的に救出されたことは、
事故の原因はともあれ世界中が感動した出来事だったかと思います。一方で、このような事故や天災で奪
われる尊い生命の数よりはるかに多くの方が病気により不幸な転帰をとられています。この高齢化社会で
は動脈硬化性疾患による死亡率ががんと共に非常に多く、そのかなりの部分が早期からの健康管理、早期
からの危険因子の管理・治療で防ぐ事ができます。新しい一年の始まりに是非健康について改めて考える
機会とし、この一年がこれからの人生にとってひとり一人の方がご自分の健康に貢献したと思える一年に
して頂ければと思います。
さて、当院は全館完成後約1年半を経過し、より快適な療養環境を提供させていただき、より多くの方に

受診して頂けるようになりました。今後、さらに一層信頼に応えられる病院として発展させてゆきたいと
考えております。
また、地域貢献の一環として、昨年10月に当院にとりましては初めての試みとなる中学生による外科手

術体験セミナーを保護者の皆さんの健康セミナーと併せて行いました。皆さんが楽しそうに受講され、非
常に好評でした。受講された中学生の皆さんの中から将来の医療を支える方が出てもらえたらと願ってお
ります。今後、地域医療に貢献するとともに、地域の皆様にも上記のセミナーのような企画を通して何ら
かの貢献ができればと考えております。
今年はどんな年になるでしょうか、あるいはどんな年にしたいと願っているでしょうか。皆様の願う幸

せな年になることを心より祈念申し上げます。

「外科手術体験セミナーと
健康セミナーを終えて」

昨年の10月23日（土）に「外科手術体験セミナー」と「健康セミナー」を開催しま
した。当院にとって初めての試みでしたが、結果について概要をお知らせ致します。
まず「外科手術体験セミナー」ですが、近隣の中学校2校の生徒さん16名に参加して

いただき、安藤院長を始め、医師、看護師、事務職員など総勢33名のスタッフで対応
しました。
生徒さんの感想で最も多かったのが、「初めて手術室に入ることが出来て良かった」という声です（入室

の際に、「わーっ!」という歓声が上がりました。）。外科の鶴間主任医長のオリエンテーション講義や模擬
手術の各体験メニューに対しても、全員から「楽しかった」、また「本物の
手術器具を使った体験が出来、とても良い経験になった」などの感想を貰い、
満足して帰って行ったように感じられました。また、セミナーの模様は当日
夕方の道内ニュースで放映され、当院のPRにもつながりました。
一方、「健康セミナー」には保護者8名が参加し、医師、保健師、管理栄

養士、療法士、臨床検査技師、事務職員の13名のスタッフが対応しました。
《健康診断》・《肩こり体操などの指導》・《栄養に関する講義》の3つの
メニューで構成し、参加者の方からは上々の評価をいただき、初めての取り
組みとしては、まずまずの出来ではなかったかと考えています。
1年がかりで準備を進めましたが、知恵を出し合いながら協力して取り組

み、参加者に喜んでいただける成果を挙げることが出来、当院の職員は、や
りがいと手応えを感じたように思います。
次回の開催については未定ですが、準備にあたった職員の意見も踏まえて

検討する予定です。もし再度となった場合には、今回の経験をもとに、より
充実させた内容にしたいと考えています。

企画室長

木元　剛

（当日の模様）
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肛門周辺の粘膜の下には、血管が集まって肛門を閉じる働きをするクッションのよ
うな部分があります。肛門への負担が重なると、クッションを支える組織（支持組織）
が引き伸ばされ、クッション部分が大きくなり、出血し
たり肛門の外に出たりするようになります。これが痔核
（いぼ痔）です。痔核には、直腸側にできる内痔核と、肛
門側にできる外痔核があります。

従来の痔核の手術術式（標準的手術）、いわゆる『切る手術』は、痔核組織を切除して糸で縫う手術です。
この手術ですと、術後、痛みや出血を生じます。主な痔核は肛門の3か所にできることが多いのですが、こ
のうち3か所すべてをこの手術法で治療しますと、術後の痛みは患者様を悩ませる重大な問題となりうるこ
とがあります。また、術後の出血も少量であれば問題ありませんが、時に大量出血をきたす事があります。
ですから、この手術では、術後1～2週間の入院が必要となることがあります。

「ジオン注」という薬剤を痔核に注射して痔に流れ込む血液の量を減らし、痔を硬くして粘膜に癒着・
固定させる治療法です。

①ジオン治療と切る手術と、治療効果は同程度です。
②ジオン治療には、出血・痛みはほとんどありません。
③ジオン治療は、日帰り手術あるいは短期間入院での治療が可能です。
④ジオン治療では、切る手術に比較し、医療費負担が軽減されます。

本治療法は、どこの病院でも受診できるわけではなく、認定された医師のみが施行可能な治療法です。
当院外科スタッフは本療法の施行資格・技術を有しておりますので、痔核でお困りの方は、当院外科へご
相談ください。また、ジオン注射のみの場合は、日帰り手術も可能です。

JR病院外科よりのお知らせ

ジオン注射と痔核根治手術（従来の『切る手術』）との比較

ジオン治療

従来の痔核（いぼ痔）の手術療法…痔核根治術（結紮・切除術）

痔核（いぼ痔）とは?

外科主任医長

鶴間　哲弘○特○集 ジオン注による痔核硬化療法について
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「知っているようで知らない乾癬」
皮膚科主任医長

伊藤　圭

2010年は皮膚科において大変ホットな話題がありました。ちょうど1年前に適応

が認可された「乾癬に対する生物学的製剤による治療」です。わたくし自身講演会で

報告したり学会で耳にする機会が多くありましたので、今回、「乾癬（かんせん）」に

ついてお話します。

【乾癬を取り巻く実情および患者数】

乾癬は医療従事者以外の方々にはあまり知られていない疾患です。「かんせん」という読み仮名から「か

んせん（感染）」なのだから人から人へ移るのでは？と誤解されたり、人目につく肌の疾患ゆえ社会生活に

影響をきたす、果ては仕事を辞めさせられた…などの例もあります。しかし日本での有病率0.1％、世界に

は1億2千5百万人と比較的多くの患者がいるのです。

【乾癬の臨床像・病態および治療】

炎症性角化症という範疇に含まれる疾患で、角化異常、表皮細胞のターンオーバーの異常亢進（通常28

日が4～7日に短縮）が起こり脱落しきれず溜まった角質が厚いガサガサを形成します。また、表皮の炎症

により紅色調を来たします。大きく5型に分けられ、約9割を占める尋常性、感染症に誘発され小型の発疹

を来たす滴状、無菌性膿疱を伴う膿疱性、全身皮膚が侵される紅皮症、関節炎を伴うタイプがあります。

乾癬の病態はかなり解明されてきましたがその原因は未だ不明で、治療に関しては維持的対症療法に留ま

っているのが現状です。ステロイドやビタミンD3の外用療法、紫外線療法、全身療法（内服）としてレチ

ノイド、MTX、シクロスポリンなどがあげられます。ただし全身療法は副作用も少なくありません。近年、

自然免疫に中心的役割をもつTNF-αが乾癬の病態に重要であることがわかり、それのみをターゲット（故

に副作用が少ない）としたTNF-α

阻害薬が本邦でも2010年1月に認

可されました。投与早期から効果

を示し、ほぼ発疹を認めなくなる

率が約80％といわれております。

使用は承認を受けた施設に限られ、

当院皮膚科は数少ない承認施設の

一つとなっています（道内では20

施設のみ）。

【今後への課題・患者様の声】

他の治療に比較すると高額であること、厳格な使用指針のため患者個々への細かいアレンジが難しい点

など課題はあるものの、実際に治療にあたる中、患者様から「人目を気にせず温泉旅行に行けるようにな

った」、「外用剤を塗る時間と煩わしさから解放された」などの嬉しい声も聞かれ、患者様によりよき治療

が提供できるように益々努力せねばと思いを深めております。

シリーズ診療科発

表皮・真皮の
炎症細胞浸潤
表皮・真皮の
炎症細胞浸潤
表皮・真皮の
炎症細胞浸潤

ターンオーバー亢進ターンオーバー亢進ターンオーバー亢進

表皮肥厚表皮肥厚表皮肥厚

角層肥厚（不全角化）角層肥厚（不全角化）角層肥厚（不全角化） 厚い鱗屑を伴う
紅斑性局面

TNF-αが
関与

表皮・真皮の
炎症細胞浸潤

ターンオーバー亢進

表皮肥厚

角層肥厚（不全角化） 厚い鱗屑を伴う
紅斑性局面
厚い鱗屑を伴う
紅斑性局面
厚い鱗屑を伴う
紅斑性局面

～治療は
新しい時代へ～



平成21年1月新棟が開設され、当手術室は生まれ変わりました。3室から5室に増え、
広々とした廊下、明るく広い室内となり働きやすい環境になりました（見学にいらっ
しゃるどなたからも「広い!! 明るい!! きれい!!」と絶賛されています）。
手術件数も着実に伸びており、平成20年度1629件・平成21年度1851件の手術を行っています。対象科は

9科（外科・婦人科・整形外科・呼吸器、血管外科・耳鼻科・眼科・口腔外科・皮膚科・泌尿器科）となり、
朝10時から手術開始。多い日では1日10～14件の手術があります。
麻酔科医2名、師長1名、主任1名、看護師14名、看護助手1名総勢19名で日々の手術に対応しています。

当院において手術室スタッフの特徴的なところと言えば、青いユニホームを着て、帽子をかぶり顔は丸
出し明らかに他の部署とは違う風貌であること。手術室内にこもり業務を行うことで、他の部署にはどん
なスタッフがいるのかあまり知られていないのが現状だと思います。麻酔科医は、シャキシャキ、チャキ
チャキした江戸っ子の様な幸高医師・みんなの輪に入り、おしゃべりが大好きな浅井医師。下は24歳から
上は49歳。独身からお母さんまでバラエティに富んだ女性スタッフ13名。みんな元気で明るい人達です。
そんなかしましい女性陣に囲まれ、日々業務をこなしている男性スタッフ4名。男性看護師が増えていると
はいえ、院内でもこんなに男性看護師がいる部署は手術室だけです。≪気は優しくて、力持ち≫そんな雰
囲気を持った4人組。総看護長は手術室の『東方神起』と呼んでいます。明るく、活気あふれるスタッフが
揃っています。

２ スタッフ紹介

１ 手術室紹介
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診療科紹介「中央手術室」 中央手術室　看護師長

矢倉　昌子

手術室集合写真 手術室の東方神起

はなちゃん「そらちゃんの血液型は何型？」
そらちゃん「ぼくたちワンちゃんは人間とちがって血

液型は国際標準で8種類、日本式標記、シゲ
タ式標記で9種類に分けられるんだよ!TVコ
マーシャルにでていたポメラニアンは1.2B
型でワンちゃんの血液型占いでは活動派、
意地っ張り神経質だそうだ!エヘン」

はなちゃん「ふ～ん、よく調べたね!ところで人間の
ABO血液型は1901年にオーストリアのウイ
ーン大学の病理学の先生がABOの3種類を

発見したそうだ、AB型は翌年でRh型の発見
は1940年になるそうだ」

そらちゃん「ずいぶん後になるんだね、どうしてRhと
いうの？」

はなちゃん「それはねアカゲザルの血球を用いてみつ
けたのでアカゲザルの（Rhesus monkey）
頭文字をとったのさ、血液型は地域によっ
ても違っていて日本人のルーツは南方型と、
北方型にはっきり分かれているらしい。O型
やA型は南に多く、逆にB型は北の方の人に
多いよ。また最近人気の高い血液型による
性格判断は根拠に乏しいものであるんだ!!」

そらちゃん「でも若い女性と知り合うにはいい話題な
んだがね～」

はなちゃん「はいはい!おすきなように」

“血液型の発見”

そらちゃん＆
はなちゃんシリーズ

そらちゃん
はなちゃん



「思ったほど苦しみませんでした。」「薬がよく効きました。」これは、禁煙外来に通
院した方からよく聞かれる言葉です。
喫煙は“ニコチン依存症"という病気です。禁煙できないのは、意志が弱いからでは

ありません。吸いたいのをただ我慢するのではなく、医学的根拠に基づいた治療を受
けることで、思ったよりも楽に禁煙できます。健康保険で受ける禁煙治療は、3ヶ月で5回通院するプログ
ラムになっています。飲み薬か貼り薬のどちらか一方を使用します。医師や保健師から、吸いたい時の対
処法をお話しし、通院していただきながら、タバコに頼る気持ちを切り換えるお手伝いをします。
10月1日のタバコ値上げをきっかけに、大変多くの方が禁煙外来を受診したため、禁煙の薬が全国的に不

足しています。増産された薬が平成23年1月から処方できる見込みです。
当院の禁煙外来は予約制ですので、受診をお考えの方は、保健管理部まで
お問い合わせください。

「禁煙外来・禁煙プログラム」 保健管理部　医師

谷口　治子

≪禁煙治療（保険診療）の標準的なプログラム≫ 

※保険診療には条件がありますので、一部適用にならない場合がございます。 

パッチ 

飲み薬 

¥3,281

¥3,097

1回目 

¥2,534

¥2,909

2回目 

¥3,868

¥4,903

3回目 

¥762 
※処方なし 

¥4,903

4回目 

¥750 
※処方なし 

¥750 
※処方なし 

5回目 

¥11,195

¥16,562

合　計 

料金 

目安 

1回目 
（初診） 

2回目 3回目 4回目 5回目 
（最終） 

2週 2週 4週 4週 2週 2週 4週 4週 

中央受付でお申し出ください 
月～金曜／１２：３０～１６：００ 
　　土曜／　８：３０～１１：００ 

一 般 の 方／ＮＴＴ  代表ＴＥＬ　０１１（２０８）７１５０ 
　　　　　　　　　 （内線３１４１・３１４２・３１４３） 
JR社員の方／ＪＲ ＴＥＬ　０２１（４７１８・４７１９） 

お問い合わせ 受　　付 ＪＲ札幌病院　禁煙外来（保健管理部） 

ほっとネット 5

ニコチンパッチ
（商品名：ニコチネルTTS）
貼り薬 バレニクリン

（商品名：チャンピックス）
飲み薬

禁煙補助薬

皆様の禁煙を
笑顔で応援します!
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こんにちは、エムズレデイースクリニックの院長神藤已佳と申します。
ヨドバシカメラの北向かいの札幌北スカイビルの5階で産婦人科の診療を行っています。
いつもJR札幌病院の産婦人科の寒河江副院長、杉村先生、長多先生には大変お世話

になっています。ご紹介させていただいた患者さんの満足度も高く、安心して患者さ
まを紹介できます。
当院で行っている診療ですが、婦人科一般外来、妊婦健診、低用量ピルの処方など

行っています。一般的に産婦人科は敷居が高いといわれ、受診しづら
い科と思われています。産婦人科に、気軽に受診してもらいたいとい
う思いで平成17年5月に開業しました。
当院は、平日は午後7時まで、土曜日は13時まで診療しています。

場所と診療時間からか、来院される方の多くが働いている女性なので
土曜日も診療を行っているJR札幌病院には本当にご紹介もしやすく、
助かっています。
今後ともよろしくお願いします。

［診療時間］
月～金曜／10：00～13：30

15：00～19：00

土　　曜／ 9：00～13：00

［住　　所］
〒060-0807
札幌市北区北7条西5丁目7-1
札幌北スカイビル5階

［電　　話］ 011-738-7777

［ホームページ］
http://www.ms-ladiesclinic.com

エムズレデイースクリニック
地域発

エムズレデイースクリニック院長

神藤　已佳先生

長年、生活習慣病、ことに最近ではメタボリック症候群＊の専門家として診療してきまし
た。しかし3年前、長年お付き合いのある患者さんに「先生も貫禄が付いてきたね」と言わ
れ、気付いてみると何と私自身がメタボとなっていたのでした。情けない話、医者の不養生
そのもので降圧剤も離せなくなりました。よく患者さんが「職場のストレスが多くて……」
とお話するのを聞き、「仕事を止める以外自分で何とかしないと問題の解決にはならないで
しょ」と厳しく指導してきましたが、同じことをぼやいている自分に気付きました。学生時
代は剣道をしていましたが、その後たまにゴルフをする以外ここ10年全く運動はしていませ
んでした。心配なので密かに心臓・血管ドックを受けてみましたが、幸い軽度の動脈硬化のみでしたので、「ここ
で何とかしなければアカン」と意を決し、仕事後夜間スポーツジムに通い始めました。持病の気管支喘息もあり走
ることが大嫌いな私にとって、最初は15分間歩行でも息切れする状態でした。それでも2年目には10kmマラソンに
初参加、さらに昨年からハーフマラソン完走できるようになりました。なんとも言えない爽快感とともに体重も
10kg減り、メタボ・高血圧からも離脱できました。私にとってGOLDとは健康そのものであるということを実感し
ました。心臓病をお持ちの方、私より年配の方でも、病気・年齢にあった運動内容
を選べば安全に楽しく体を動かすことは可能です。当院では心臓・血管ドックを行
なっており、また心臓リハビリ専門の医師・技師もいます。これから運動を始めて
みようと思う方で不安を持っている方はぜひ一度ご相談してみて下さい。皆様が自
分たちのGOLDを得られるお手伝いができると思います。

めざせGOLD（金メダル）
～炎の中年ランナーT医師の場合～

＊メタボリック症候群：腹囲男性85cm・女性90cm以上　を満たし
1）高トリグリセリド血症（150mg／dl以上）かつ・または低HDL血症（40mg／dl未満）
2）収縮期血圧 130mmHg以上　かつ・または　拡張期血圧 85mmHg 以上
3）空腹時高血糖 110mg／dl  以上

のうち2項目を満たすもの。

ヨドバシカメラ 

センチュリー 
ロイヤルホテル 

北口広場 

西口 
JR札幌駅 

JRタワー 
ステラプレイス 

南口 

大丸 

スカイビル 

内科診療部長　循環器内科主任医長

土田　哲人



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、優秀作品を、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"

――――――――――――――――――――　応 募 要 項　――――――――――――――――――――

■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　2月1日～3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。
※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。

■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

■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。

復活“いきせん" 生き生き川柳　大募集

12月18日午後3時から1階ホールにおいて、60年以上の歴史を持つ
合唱団「銀声会」によるクリスマスコンサートが開催されました。
院内に美しいハーモニーが響き渡り、優雅な時間を過ごす事が出来
ました。

●銀声会（ぎんせいかい）プロフィール
1948年（昭和23年）に結成された合唱団。
1964年～1975年、全日本合唱コンクール全国大会出場。
1966年より指揮を池上恵三氏に委託。
一時期解散、再結成を経て、コンサートの開催、市民合唱祭参加など活動
を続け、2005年、札幌市民芸術祭奨励賞を受賞。
その後もほぼ毎年コンサートを開催し、発表を続けている。

皆様は今年、どんな年を目指しますか。
毎年、「今年こそ……」と新年の決意を新たにし、ダイエット、資格取得、

運動の継続と目標をたてますが、「今日は、疲れた」「そんな気分ではない」
「時間が無い」とあれこれと理由をつけ、ことごとく断念した去年までの
私!!今年こそ「言い訳しない」を目標にすることから始めたいと思います。
皆様にとって素敵な一年でありますように（根性なし代）

編集後記
発行日／2011年1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／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
http://www.jrsapporohosp.com

JR札幌病院 
JR SAPPORO HOSPITAL
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