
【理念】
　患者さんから信頼される病院を目指します 

【基本方針】
　●常に患者さん本位の医療を心がけます
　● 研鑽に励み、安全で良質な医療を提供 

します
　● 医療連携を積極的に推進し、地域医療 

に貢献します
　●良き医療従事者の育成に努めます
　●臨床研究を推進します
　●健全な病院経営を行います

【看護の理念】
人間の尊厳を大切にし、専門的な知識、技術
を持ち、心のこもった看護を提供します

【患者さんの権利を守ります】
　● 誰でも良質で安全な医療を受ける権利が

あります
　● 患者さんの人格や価値観が尊重され、 

医療提供者との相互協力のもとで医療を
受ける権利があります

　● 病気、治療等について、十分な説明を 
受ける権利があります

　● 他の医師の意見（セカンドオピニオン）
を求める権利があります

　● 病気等について十分な説明を受けたうえ
で、自分の意志で検査や治療方法を選択
したり、他の医療機関を選択する権利が
あります

　● 医療情報に関する個人のプライバシーが
守られる権利があります

独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター

〒370-0829 群馬県高崎市高松町36
代表 (TEL) 027-322-5901

地域医療支援･連携センター (TEL) 027-322-5835
(FAX) 027-322-5925

=地域の先生方と高崎総合医療センターを結ぶ=
URL http://www.tnho.jp/

●地域医療支援病院 ●がん診療連携拠点病院
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　平成28年9月5日、第2回、地域連携症例検討会を当院で開催させていただ
きました。
　日頃、たくさんの症例をご紹介いただきありがとうございます。また、ご多
忙の中、たくさんの先生方に出席いただき、ありがとうございました。第二回

は肝胆膵疾患の症例検討とさせていただきまして、消化器外科から、過去
3年半の肝胆膵外科症例の手術件数、成績などをNCDの登録データ
を提示しながら当院の実績を報告させていただきました。また、症例

検討では2例（通常型膵管癌を合併し、膵全摘をおこなったIPMCの1例と
damage controlで救命できた外傷性肝損傷の1例）報告させていただき、
活発な検討会にすることができました。ありがとうございました。今後と
も消化器病センターをよろしくお願いします。

外科医師　平井圭太郎

　内科からは肝胆膵各分野におけるミニレクチャーと、登録医の先生方からご紹介いただいた症例
を提示させていただきました。肝疾患は畑中と長沼が担当し、肝がんに対する
最新の画像診断や治療をご紹介しました。肝がんに対するラジオ波焼灼療法
では、治療成功後に肝がん地域連携パスを運用しています。パスでは登録医
の先生方との連携が不可欠であり、今回の検討会はお互いの理解を深めるため
に非常に有意義でした。胆道疾患については、安岡と畑中が担当しまし
た。総胆管結石の新たな治療法である内視鏡的乳頭大径バルーン拡張
術（EPLBD）を行った症例について、動画を御覧いただきながらご報告
しました。膵疾患については安岡が担当し、超音波内視鏡下穿刺吸引法
（EUS-FNA）で確定診断できた膵神経内分泌腫瘍の症例をご紹介しまし
た。やや時間を超過しましたが活発な議論ができ、とても充実した会とな
りました。お忙しい中参加して下さった皆様、有難うございました。

消化器内科部長　長沼　篤
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前傾下垂 下角突出

僧帽筋・小胸筋のストレッチ

肩分離運動

僧帽筋の筋力訓練

前鋸筋の筋力訓練

肩障害のチェックと体操

肩周囲の痛み･
機能障害

市民
健康医学
講座

　中高年になると特に外傷がないのに、いつの間にか
肩周囲の痛みが引き起こされることがあります。病
院にて画像検査を施行しても「特に異常はありません
よ。五十肩や肩こりですかね。」と言われることは多
いです。それでも自然とよくなればいいのですが、な
かなか痛みから解放されない方も多いと思います。そ
の場合は肩甲骨の位置異常で痛みが引き起こされて
いる可能性が高いと考えられます。肩周囲の痛みでレ
ントゲンやMRIにて異常や解剖学的に壊れているとこ
ろが判明すれば（特に腱板断裂）、その部分を手術等
で直してからリハビリを行えば痛みの改善になりま
す。しかし多くの場合は画像検査にて異常は見られな
いことが多いです。実は画像検査で異常がない肩周囲
の痛みは、肩甲骨の位置の異常から徐々にひき起こる
ものが多いです。肩甲骨は体の中では一番自由な骨で

あり、その周囲には肩甲骨を正常に動かす筋肉が多く
あります。たとえるなら肩甲骨は操り人形であり、糸
（筋肉）が正常に動かせないと人形（肩甲骨）は正常に
動かせません。この位置異常が長期間続くと手指のし
びれや痛みを伴うこともしばしばあります。また人間
は二足歩行をしているので、肩甲骨の位置も体幹のバ
ランス（姿勢）が崩れると位置異常が起こります。肩
甲骨の位置異常を改善するために、まずは自分の肩甲
骨の位置異常を把握しましょう。まずは猫背になって
いないか体幹のチェックを行います。次に肩甲骨の位
置異常をチェックして体幹の筋肉運動や肩甲骨周囲
筋のストレッチを行い、痛みを改善しましょう。
　簡単な①肩周囲障害のチェックポイントと　②ス
トレッチ運動をご紹介します。

整形外科部長　大澤  敏久
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　2016年9月3日、4日（土、日）の二日間、
がん診療拠点病院事業の一つである、「がん診療
に携わる医師に対する緩和ケア研修会（以下、
緩和ケア研修会）」を開催しました。県内の各が
ん診療拠点病院で2009年度から始まったこの
研修会は、今回で8回目となります。
　2012年に「がん対策推進基本計画」が見直
され、研修会の受講対象者が、「がん診療に携
わる医師」から「すべての医療従事者」となり
ました。そして、①内容の見直し・講義数の増
加、②がん診療連携拠点病院でのがん診療に携
わる医師の90%以上の受講を目標とすること、
③患者さんの声を研修会に生かすことなどが盛
り込まれました。今回は、予想を大きく上回る
46名の受講希望がありました。開催規模の関
係上、10名ほどお断りをした次第です。当日は、
36名全員が欠席することなく、講義をはじめ、
ワークショップ・ロールプレイ等、わきあいあ
い、楽しく行われました。
　さて、緩和ケア研修会ではどういうことを目
標としているのでしょう。一つ目は、基本的な
緩和ケアの習得です。痛みをはじめとした、が

んに伴って起こるつらさ（苦痛）を理解し、そ
れに対処できるようにすることです。二つ目は、
困ったときに相談する必要性を理解することで
す。つらさ（苦痛）は体の痛みだけではありま
せん。心の痛み、金銭的な悩み、家族への思い
から生じるつらさもあります。主治医一人で抱
え込まず、必要性に応じて、医療チームに相談
できるようにすることもこの研修会の目標で
す。
　がん患者さんは、からだの痛みだけでなく多
くの悩みを抱えています。緩和ケアとは、「病気
に対する心と体の痛みを和らげること」です。
我々医療従事者は、そのつらさ（苦痛）に、ひ
とつひとつ応対していくことが求められていま
す。２日間にわたる長丁場でしたが、とても臨
床に役立つものと思っています。受講者は、研
修内容を整理し、日々の臨床に役立ててくれる
ことを願っています。
　来年度も開催予定ですので、まだ研修会を受
講されていない先生がた、医療従事者のかたは、
ぜひご参加ください。

外科部長・緩和医療科　田中  俊行

緩和ケア研修会
がん診療に携わる
医師に対する

4



秋は実りの季節、様々な食べ物の収穫時期です。
秋に採れる作物は太陽の恵みをたっぷりと受けて育ち
栄養もたくさん詰まっています。
栗・芋・柿…本当にたくさん！その中で新米は秋の味
覚を代表する食材の一つです。

　お米は炭水化物が豊富でダイエットの敵！お米はだめと
思っている方もいらっしゃるのではないですか?
　ご飯を減らしてもおなかがすいて甘いお菓子を間食して
はダイエットになりません。
　ご飯をしっかり食べることで、間食が減り、間食を減ら
すほうがダイエットになります。
　また、お米には炭水化物以外にもたんぱく質やビタミン
B1・B2、葉酸など豊富な栄養が詰まっています。そして
低脂肪です。
　秋の味覚を代表するもうひとつの食材、DHAやEPAが
豊富なさんまと一緒に召し上がってください。

味覚の秋味覚の秋

　色々な定義がありますが、JAS法の品質表示基準では「新米」と表示出来るものは生産された
年の年末までに精米し、包装されたものと限定されています。

新米とは？

　地域や品種によっても異なりますが、概ね９月～10月頃
日本列島を西からだんだん北上していきます。
　日本で一番早い新米は沖縄県石垣島、毎年６月下旬から
７月初旬に登場、その後九州、四国、関東、北陸と続き東
北が10月頃となります。

収穫時期は？
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生化学免疫自動分析装置
当院の生化学免疫血清装置は、
それぞれ生化学項目は48項目
と 免疫項目は18項目を測定し
ています。分析装置は2台体制
で24時間検査可能な状態にし
ています。

病理組織標本ブロック
内視鏡や手術等で摘出された臓器は、写真の
ようなブロックを作成し、顕微鏡で鏡検して
詳しく調べます。

外部委託検査センターの検査案内
当院で検査していない項目は、3社の検査
センターに委託して幅広い検査領域をカ
バーしています。

超音波診断装置
当院検査科には、超音波
診断装置が5台設置され
ています。心臓の動きや
肝臓、膵臓の形、血管の
状態などを調べます。

置置置

　この度、臨床検査科からこくたか連携だよりに、様々

な検査の内容を紹介するコーナーを始めることになりま

した。タイトルは、単純明快に「臨床検査科だより」と

しました。病院で働いている方は臨床検査のことをご存

じとは思いますが、患者の皆様は採血された後の血液が、

また内視鏡検査のときに採取された検体がその後どうな

るのか知らない方が多いと思います。採血の結果がどう

して1時間かかるの？採血管の本数が人によって、検査

する日によって違うのはどうして？などといったことに

わかり易く答えていきたいと思います。

　始めに臨床検査の説明としてよく使われるのは、検体

検査と生理検査に分けられることがよく知られていま

す。検体検査は、血液、尿、便、組織といったヒトから

採取したものを様々な手法を使って分析する検査です。

検体検査はさらに検体の材料や検査項目の内容によって

生化学検査、血液検査、尿検査、細菌検査、病理検査と

いったように細かく分かれます。生理検査はヒトの体に

直接電極などを付けて心臓や肺、脳の機能などを調べま

す。また、超音波を使用して臓器の形や血液の流れる速

さを調べる検査なども行います。

　臨床検査に関係する検査の種類は約1,400項目ある

と言われています。その中の検体検査は約1,100項目、

生理検査は約300項目ありますが、臨床検査技師が行っ

て良い検査はこのうちの約半数になります。そして、高

崎総合医療センターの臨床検査室の中で実施している検

査項目は、およそ検体検査が150項目、生理検査が30

項目程度となっています。この項目以外は院外の検査セ

ンターという会社に依頼し、検体を届けて測定すること

になります。一般的に早く結果を知りたい項目や数多く

依頼される項目は病院の中で検査を実施します。依頼が

少ない項目や染色体・遺伝子といった特殊な項目などは

検査センターに検査を依頼することになります。この場

合は結果が判るまで短くても2～3日を要します。

　臨床検査技師は患者の皆様と接する機会が少ないので

すが、生理検査と採血（看護師さんと協力して臨床検査

技師も採血をしています。）においては、患者さんと接点

がありますので臨床検査技師を覚えておいてください。 

そして、これから臨床検査のなぜ！！を「臨床検査科だ

より」に連載いたしますので、宜しくお願いします。

臨床検査科
だより

臨床検査科
だより
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群馬県「救急の日」記念行事

「救急の日」とは「救急の日」は、救急医療及び救急業務に対する国民の正しい理解

と認識を深め、救急医療関係者の意識の高揚を図ることを目的に昭

和57年に定められました。以来、毎年９月９日を「救急の日」とし、こ

の日を含む１週間（日曜日から土曜日まで）を「救急医療週間」として

います。この期間には、全国各地において消防庁、厚生労働省、都道

府県、市町村、全国消防長会、社団法人日本医師会、日本救急医学

会、その他関係機関の協力により各種の行事が開催されています。

　この度、群馬県「救急の日」の記念行事として、群馬県救急医療（団体）知事表彰を受賞しま
した。
　これは、地域の救急医療の確保、救急医療対策の推進に貢献した団体に対し、知事がその功
績をたたえ、一層の充実強化を図るというものでした。
　当院は、患者さんから信頼される病院を目指すことを理念に掲げ、高崎・安中２次医療圏約
４５万人の住民の基幹病院として地域の救急医療機関や消防機関と連携を図り３６５日・２４時
間、高度な救急医療を提供しています。
　また、救急現場に一刻も早く医師が駆けつけて初期診療を行い、救急患者の救命率の向上と
後遺症の軽減を目的としてドクターカーの運行も行っています。
　当院は、救急は原則断らない事から、満床状態となり収容不能になる場合がありますが、こ
れらを解消し、円滑に受け入れ出来ることを目標としております。
　これからも引き続き、群馬県並びに地域の救急医療活動に全力を挙げて貢献していきたいと
思いますのでよろしくお願いします。

庶務班長　白石 邦夫　

病院を代表して表彰を受けた小池救急部長（右）
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10月17日
より

　心臓は毎分60～80回前後の回数で、規則正しく動いて全身に

血液を送り出しています。これが乱れることが不整脈です。

●頻脈性不整脈＝心拍数が異常に速くなる
●徐脈性不整脈＝心拍数が異常に遅くなる

　不整脈は無症状のものから軽い違和感、動悸、めまい、失神など、自覚症状は様々です。中

には突然の不整脈で亡くなられてしまうこともあります。このような患者さんを正確に診断し

て適切な治療を選択していくことが大切です。

　頻脈性不整脈に対しては薬物療法に加えて、本年度より不整脈に対するカテーテル治療＝カ

テーテルアブレーションを本格的に開始いたしました。不整脈の原因となっている部位やその

回路を高周波通電によって焼灼し、根治が望める治療法です。心房細動、心房粗動、発作性上

室性頻拍、心室性期外収縮、心室頻拍などの不整脈を対象としています。

　徐脈性不整脈に対して永久型ペースメーカの移植を行っており、致死性不整脈である心室頻

拍や心室細動に対しては、突然死を避けるため植込み型除細動器の移植を行っています。慢性

心不全の患者さんに対して、必要性を検討し、両心室ペーシングを用いた心臓再同期療法も積

極的に行っています。

　また、失神のうち、心臓の病気が原因となる心原性失神は危険性が高い失神と考えられてい

ます。慎重に診断を行う必要があります。数多くの検査から患者さんに合わせた必要な検査を

選択し、診断を行っていきます。

　不整脈による症状やその治療など、お気軽にご相談いただければと思います。

循環器内科医師　太田  昌樹
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を開始しましたを開始しました


