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登登

院 長 　 　 小 柳 信 洋

二十年たちましたので、もう二昔前になります。私が

中央病院に勤務しておりましたのは、新病院が現在地に

開院の年の６月から２年間と１ヶ月でした。平成２年７

月に開業して今日に至っています。当時一緒に仕事をし

ていた先生方は、今では院内に数名しかおられず、だん

だん疎くなっていくのは仕方ありません。私の医院があ

るのは彦島迫町というところで、道路をへだてると大き

な工場が数社そびえています。県道を道なりに西側へ進

めば、突き当たりは海になります。河豚競りで有名な南

風泊市場が終点にあたります。六連島、蓋井島、北九州

の馬島、藍島が、天候に恵まれれば石油基地のある白島

も見える見晴らしのよい海地帯です。そんなところに開

業したせいか、漁師さん、釣り好きの人が結構出入りし

ます。誘われるままに同行しているうち専ら釣りが趣味

になりました。主たる漁場は蓋井島沖ですが、元気な頃

には遠くは長崎五島列島、大分の蒲江や壱岐方面にも出

かけて楽しんでおりました。一ヶ月に一度、海の上で糸

をたれ、日曜日の半日を過ごすのが、私にとって自由な

一時です。そこではなによりも見渡すかぎり遮る物があ

りませんし長閑です。釣ることだけではなく同船する他

業種の人たちから雑知識が得られ、教わることも多

く、実に有意義な時間が過ぎ、日頃の疲れも癒せます。

次に診療に関してですが、様々な訴えで来院され、一

人で判断できない患者さんについては、どうしても病院

の先生方の専門知識を頼っての診療にならざるを得ま

せん。時に紹介時間が時間外になってしまったり、大

したこともないかなと躊躇いながら紹介させてもらう

こともあります。いつも快く引き受けて下さり大変感

謝しています。連携室に依頼を送れば即座に返答をい

ただけます。私どもにとり、とても便利なシステムで

す。（反面、勤務の先生方におかれましては、ご自身

多忙なうえに迷惑ではあるまいか、と危惧しながら利

用させていただいておりますけれど・・・。）すぐに

相談できる医師が隣にいない開業医にとっては心強い

限りです。開業医でできることといえば所詮限度がご

ざいます。そのあたりを勤務の先生方どうかご察し下

さり無理を聞いてください。

さて、国、厚労省において医療分野における政策の最

重要課題が「国民の健康維持」よりも「医療費抑制」

を優先しています。こんな時世だと今後医療を取り巻

く環境はいろいろな観点からますます厳しいものとな

りますね。ひたすら頑張るしか（車でなく昔みたいに

自転車でかけり懸命に往診する姿を想像します）開業

医には道がなくなるのではないかと暗い気持ちになり

ます。頑張ると言っても、年々歳だけは増えますし、

中央病院に診療のお世話になる機会も私の歳が増える

に比例して増えていくこと間違いありません。懲りず

に今後もよろしくお願いいたします。

巻巻 頭頭

言言

３．疾患シリーズ「慢性腎臓病」
内科部長 坂井　尚二 ‥‥‥ ２

４．イルカふれあい体験
小児科医長 大賀 由紀 ‥‥‥ ３

５．ご報告「入院患者アンケート結果」
看護部師長 藤本　美智子 ‥‥‥ ４

院　　長

患者様のご紹介・検査予約・お問い合わせについては

少し遅くなりましたが、登録医の先生方に新年のご挨拶を申し

上げます。

平成１３年から始めた病院経営健全化に向けた全職員による

取り組みと、それに対する登録医の先生方の暖かいご支援、ご

協力のお蔭で平成１６年度に久々の黒字決算を報告して以来、

１７年、１８年連続で僅かですが黒字を計上することができまし

た。１９年度も黒字決算を目指して悪戦苦闘しているところです。

２０年度診療報酬改正もまったく当てには出来そうもあり

ません。総額規制（マイナス改定）の枠のなかではいくら苦

心しても、「立ち去り型サボタージュ」、「産科診療拒否（不

可能）」などの医療崩壊の流れを止めることは出来ないこと

が政府にはどうしてわからないのでしょうか。
“ゆとり”を持って診療できる日がくるのを夢見て、この２０

年度もどうぞご協力のほどよろしくお願いいたします。

当院の看護部目標に、『患者様が安全で安心して入院生活が送れるように看護させて頂きます。』 とあり

ます。その目標を達成するために、看護している私達を、患者様がどの程度評価されているかを知ることに

しました。

看護部業務委員会では、平成１６年より、年に一回、患者様へアンケートをお願いしております。

平成１６年から平成１９年までのアンケート結果の集計を御報告いたします。

入院患者アンケートの結果報告 看護部・業務委員会

委員長　藤本　美智子

これらのアンケート結果を、それぞれ評価、改善しながら、目標１００％を目指し、より一層努力していきます。

また、この場を借りてアンケートに協力して頂いた患者様方へ厚く御礼を申し上げます。
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①　入院時すぐに病棟の看護師は対応しましたか
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③　検査前には看護師から説明がありましたか
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④　ナースコールの対応はすぐにありましたか
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⑤　検査の前に患者様の名前を確認しましたか
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⑥　注射の前に患者様の名前を確認しましたか
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②　入院時のオリエンテーションは
分かりやすいものでしたか　
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⑦　薬を渡す時、患者様の名前を確認しましたか
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⑧　自分の名前を確認して、食事が配られてますか
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⑨ 患者様のプライバシーが守られていると思いますか

原油が値上がりしコストが上がれば、電気等の公共料金は簡単に値上げができるが、医療費はどんなことがあって
も値上げはできず、それどころか政府は医療費抑制政策を強硬に推し勧めている。更に安全対策の要求はますます
高まるばかりである。病院に医療費抑制とコストのかかる安全対策を押しつけている。この上、第三者機関である医療
事故調査委員会が発足するとの事である。調査結果は医師の行政処分、刑事告発にも利用するという。このままで
はリスクの高い治療や手術を行う急性期病院で、日本で医療を行えるのであろうか！自問自答し、頭髪が薄くなる毎
日である。

長岡　榮



Ⅰ　CKD（chronic kidney disease；慢性腎臓病）

CKDは2002年米国で誕生した新しい疾患概念である。誕

生背景の一つに日本と世界で増加し続ける透析患者数をい

かに減らすかという緊急の課題が挙げられる。現在日本の慢

性透析患者は2006年末26万人を超え、日本人500人に1人が

透析患者であり増加の一途をたどっている。また末期腎不全

増加の一因として糖尿病腎症が今後も増加することが予想さ

れ、医療費の増大も危惧されている。そこで慢性腎不全という

腎機能低下した患者群のみならず、腎機能は正常か軽度低

下にとどまっていても将来的に透析にいたる可能性のある患

者群を広く含め、用語もかかりつけ医の先生や患者さん、さら

には一般市民にとって広く用いられるわかりやすい名称に

された。

 

坂 井 　 尚 二

疾患シリーズ 10

February 2008

イルカセラピー（イルカ介在療法）という言葉をお聞きにな

ったことはありますか？平成１５年から下関市立しものせき水

族館「海響館」で行われている事業ですが、まだご存知の方

が少ないかもしれません。山口大学教育学部、海響館、中央

病院が連携して夏に実施し、当院からは医療スタッフとして、

小児科医師（河野祥二、綿野友美、大賀由紀）と小児外科

医師（住友健三）が参加しています。

イルカセラピーとは、薬や手術を用いない動物介在療法の

一つで、身体的あるいは精神的な障害をもつ人々の、緊張や

不安を緩和することが目的です。イルカ以外には犬・猫を用

いたもの、あるいは乗馬療法が一般的にはよく知られていま

す。アメリカでは1970年代後半から研究が始まっていますが、

日本国内では歴史が浅く、1996年から沖縄県恩名村、千葉

県鴨川シーワールドなど５ヶ所で実施され成果を挙げていま

す。今回私たちが対象としているのは下関市に在住の自閉

症児ですが、イルカと関わることにより「チャレンジする意欲」

を湧き起こさせ「達成感」を味わうこと、学習能力とコミュニケ

ーション能力を高めることなどを目標にしており、発達支援の

一環と考えています。

ここで、自閉症について簡単にご説明します。原因はまだ

不明ですが何らかの脳器質・機能障害があると推定されてお

り、以下の3つの特徴を持っています。①人との関わり方の質

的障害…視線を合わせない、友達関係に興味を示さない、

相手の感情がわかりにくいなど。②コミュニケーションの障害

…言葉の発達の遅れ、言葉のやり取りが一方的、非言語的コ

ミュニケーションの問題（身振り、手振りで伝えようとしない）な

ど。③想像力の障害…行動、興味が限定され、反復的な常

同行動様式をとる、臨機応変の対応ができないなど（映画「レ

インマン」の主人公が典型的です）。男児が女児の３～４倍い

るといわれ、報告によってまちまちですが、大体1000人に２～

５人の有病率といわれています。根本的治療法はなく、社会

適応力を身につけるために、医療のみならず福祉や教育と

連携して支援していく必要があります。

この事業も今年で５年目を迎え、表に示す通り参加者も

年々増加しています。

１回限りのセラピーで終わることなく、継続して発達支援を行っ

ていく意味で新規参加者に加え、前年度までの経験者もセラ

ピーに参加していただいています。「治癒」を目的としていない

セラピーのため評価が困難ですが、参加者及びご家族の方々

からは　「楽しい経験ができた」　「様々な場面での対処方法に

ついて学ぶことができた」　「チャレンジする意欲をもてた」

　「子どもたちの様子を見て一緒に喜んだり楽しんだりでき、今

まで気づかなかった一面を発見できた」などの評価をいただい

ています。私たちスタッフも、同様に楽しい時間を共有すること

ができ、自閉症児の理解を更に深めることができています。今

後もこの取り組みを継続し、下関における自閉症児およびその

家族の支援の輪が広がっていくことを期待しています。

セラピーの内容について紙面の都合で記載できませんでした

ので、詳細は

http://www.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/byoin/iruka.html
をご覧下さい。

内 科 部 長 ( 腎 臓 内 科 )

Ⅱ　CKDの定義と病期分類　（表）

CKDでは腎機能の評価は糸球体濾過量（GFR）が用いられ

る。従来の血清クレアチニン（Cr）値では、個々の基準値が筋

肉量により影響され、また軽度の腎障害ではその変動幅が小

さいために見過ごされやすいという問題があった。例えば女性

で体格の小さい方ならクレアチニン値が正常値を少し超した

だけでもGFRが50以下と腎機能が半減している場合がある。

CKDの重症度はGFR値で 90，60，30，15 とわかりやすい

境界値が設定されている。

Ⅲ　CKD対策の必要性

１. CKD is common：（CKD患者数は大変多い）

わが国の疫学調査ではCKDステージ３以上にあたるGFR60

未満の人は、20歳以上で全人口の約19％（約1800万人）と推

計され、日常診療で遭遇する頻度の大変高いコモンディジー

ズで新たな国民病ともいえる。

２. CKD is harmful：（CKDは健康への脅威である）

CKDは透析予備軍としてだけではなく、心血管病（CVD）や

死亡、入院など健康を脅かす危険因子として重要である

（図）。わが国の疫学調査でもCKDがCVDの発症や死亡の重

要な危険因子であることが示された。CKD発症、進行危険因

子として、加齢、尿異常、高血圧、脂質代謝異常、耐糖能異常

や糖尿病、肥満、喫煙、これらの因子を軽度であるが複数

有するメタボリック症候群などがある。

３.CKD is treatable：（CKDは治療可能である）

CKDは早期発見とその進行度に応じた適切な治療が重要

である。例えば慢性腎炎は治らない病気だといわれてきた。し

かし最近わが国で一番多い慢性腎炎であるIgA腎症について

は、扁桃摘出手術とステロイドパルス療法を組み合わせた積

極的な治療により寛解を目指すことが可能になってきている。

生活習慣病や加齢に関連したCKDでは生活習慣改善や食事

療法に積極的に取り組み、血圧、糖代謝、脂質代謝の管理治

療を集学的に行っていくことが肝要である。特に高血圧には

腎保護作用のあるACE阻害薬やアンジオテンシン受容体拮

抗薬（ARB）を中心に十分な降圧で腎予後を改善できると期待

される。

Ⅳ　腎臓内科の役割（診療連携の重要性）

これまでわかりにくかった腎疾患をCKDという大きな枠組み

でとりかこみ、かかりつけ医と腎臓専門医の診療連携を通じて

CKD対策を行っていく事が重要である。CKDは簡便な検査で

診断できるので、特に早期発見は健診機関やかかりつけ医の

先生の協力が必要である。当院腎臓内科では、CKD診療に

おいては、かかりつけ医の先生との診療連携が成否の鍵を握

っているという見地から、食事指導の依頼などできる限りお役

に立てるよう努力していきたいと考えています。今後とも

よろしくお願いいたします。

小 児 科 医 長

大 賀 由 紀

February 2008

イ ル カ ふ れ あ い 体 験

小小児科における地域支援の取り組み児科における地域支援の取り組み
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す。アメリカでは1970年代後半から研究が始まっていますが、

日本国内では歴史が浅く、1996年から沖縄県恩名村、千葉

県鴨川シーワールドなど５ヶ所で実施され成果を挙げていま

す。今回私たちが対象としているのは下関市に在住の自閉

症児ですが、イルカと関わることにより「チャレンジする意欲」

を湧き起こさせ「達成感」を味わうこと、学習能力とコミュニケ

ーション能力を高めることなどを目標にしており、発達支援の

一環と考えています。

ここで、自閉症について簡単にご説明します。原因はまだ

不明ですが何らかの脳器質・機能障害があると推定されてお

り、以下の3つの特徴を持っています。①人との関わり方の質

的障害…視線を合わせない、友達関係に興味を示さない、

相手の感情がわかりにくいなど。②コミュニケーションの障害

…言葉の発達の遅れ、言葉のやり取りが一方的、非言語的コ

ミュニケーションの問題（身振り、手振りで伝えようとしない）な

ど。③想像力の障害…行動、興味が限定され、反復的な常

同行動様式をとる、臨機応変の対応ができないなど（映画「レ

インマン」の主人公が典型的です）。男児が女児の３～４倍い

るといわれ、報告によってまちまちですが、大体1000人に２～

５人の有病率といわれています。根本的治療法はなく、社会

適応力を身につけるために、医療のみならず福祉や教育と

連携して支援していく必要があります。

この事業も今年で５年目を迎え、表に示す通り参加者も

年々増加しています。

１回限りのセラピーで終わることなく、継続して発達支援を行っ

ていく意味で新規参加者に加え、前年度までの経験者もセラ

ピーに参加していただいています。「治癒」を目的としていない

セラピーのため評価が困難ですが、参加者及びご家族の方々

からは　「楽しい経験ができた」　「様々な場面での対処方法に

ついて学ぶことができた」　「チャレンジする意欲をもてた」

　「子どもたちの様子を見て一緒に喜んだり楽しんだりでき、今

まで気づかなかった一面を発見できた」などの評価をいただい

ています。私たちスタッフも、同様に楽しい時間を共有すること

ができ、自閉症児の理解を更に深めることができています。今

後もこの取り組みを継続し、下関における自閉症児およびその

家族の支援の輪が広がっていくことを期待しています。

セラピーの内容について紙面の都合で記載できませんでした

ので、詳細は

http://www.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/byoin/iruka.html
をご覧下さい。

内 科 部 長 ( 腎 臓 内 科 )

Ⅱ　CKDの定義と病期分類　（表）

CKDでは腎機能の評価は糸球体濾過量（GFR）が用いられ

る。従来の血清クレアチニン（Cr）値では、個々の基準値が筋

肉量により影響され、また軽度の腎障害ではその変動幅が小

さいために見過ごされやすいという問題があった。例えば女性

で体格の小さい方ならクレアチニン値が正常値を少し超した

だけでもGFRが50以下と腎機能が半減している場合がある。

CKDの重症度はGFR値で 90，60，30，15 とわかりやすい

境界値が設定されている。

Ⅲ　CKD対策の必要性

１. CKD is common：（CKD患者数は大変多い）

わが国の疫学調査ではCKDステージ３以上にあたるGFR60

未満の人は、20歳以上で全人口の約19％（約1800万人）と推

計され、日常診療で遭遇する頻度の大変高いコモンディジー

ズで新たな国民病ともいえる。

２. CKD is harmful：（CKDは健康への脅威である）

CKDは透析予備軍としてだけではなく、心血管病（CVD）や

死亡、入院など健康を脅かす危険因子として重要である

（図）。わが国の疫学調査でもCKDがCVDの発症や死亡の重

要な危険因子であることが示された。CKD発症、進行危険因

子として、加齢、尿異常、高血圧、脂質代謝異常、耐糖能異常

や糖尿病、肥満、喫煙、これらの因子を軽度であるが複数

有するメタボリック症候群などがある。

３.CKD is treatable：（CKDは治療可能である）

CKDは早期発見とその進行度に応じた適切な治療が重要

である。例えば慢性腎炎は治らない病気だといわれてきた。し

かし最近わが国で一番多い慢性腎炎であるIgA腎症について

は、扁桃摘出手術とステロイドパルス療法を組み合わせた積

極的な治療により寛解を目指すことが可能になってきている。

生活習慣病や加齢に関連したCKDでは生活習慣改善や食事

療法に積極的に取り組み、血圧、糖代謝、脂質代謝の管理治

療を集学的に行っていくことが肝要である。特に高血圧には

腎保護作用のあるACE阻害薬やアンジオテンシン受容体拮

抗薬（ARB）を中心に十分な降圧で腎予後を改善できると期待

される。

Ⅳ　腎臓内科の役割（診療連携の重要性）

これまでわかりにくかった腎疾患をCKDという大きな枠組み

でとりかこみ、かかりつけ医と腎臓専門医の診療連携を通じて

CKD対策を行っていく事が重要である。CKDは簡便な検査で

診断できるので、特に早期発見は健診機関やかかりつけ医の

先生の協力が必要である。当院腎臓内科では、CKD診療に

おいては、かかりつけ医の先生との診療連携が成否の鍵を握

っているという見地から、食事指導の依頼などできる限りお役

に立てるよう努力していきたいと考えています。今後とも

よろしくお願いいたします。

小 児 科 医 長

大 賀 由 紀
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登登

院 長 　 　 小 柳 信 洋

二十年たちましたので、もう二昔前になります。私が

中央病院に勤務しておりましたのは、新病院が現在地に

開院の年の６月から２年間と１ヶ月でした。平成２年７

月に開業して今日に至っています。当時一緒に仕事をし

ていた先生方は、今では院内に数名しかおられず、だん

だん疎くなっていくのは仕方ありません。私の医院があ

るのは彦島迫町というところで、道路をへだてると大き

な工場が数社そびえています。県道を道なりに西側へ進

めば、突き当たりは海になります。河豚競りで有名な南

風泊市場が終点にあたります。六連島、蓋井島、北九州

の馬島、藍島が、天候に恵まれれば石油基地のある白島

も見える見晴らしのよい海地帯です。そんなところに開

業したせいか、漁師さん、釣り好きの人が結構出入りし

ます。誘われるままに同行しているうち専ら釣りが趣味

になりました。主たる漁場は蓋井島沖ですが、元気な頃

には遠くは長崎五島列島、大分の蒲江や壱岐方面にも出

かけて楽しんでおりました。一ヶ月に一度、海の上で糸

をたれ、日曜日の半日を過ごすのが、私にとって自由な

一時です。そこではなによりも見渡すかぎり遮る物があ

りませんし長閑です。釣ることだけではなく同船する他

業種の人たちから雑知識が得られ、教わることも多

く、実に有意義な時間が過ぎ、日頃の疲れも癒せます。

次に診療に関してですが、様々な訴えで来院され、一

人で判断できない患者さんについては、どうしても病院

の先生方の専門知識を頼っての診療にならざるを得ま

せん。時に紹介時間が時間外になってしまったり、大

したこともないかなと躊躇いながら紹介させてもらう

こともあります。いつも快く引き受けて下さり大変感

謝しています。連携室に依頼を送れば即座に返答をい

ただけます。私どもにとり、とても便利なシステムで

す。（反面、勤務の先生方におかれましては、ご自身

多忙なうえに迷惑ではあるまいか、と危惧しながら利

用させていただいておりますけれど・・・。）すぐに

相談できる医師が隣にいない開業医にとっては心強い

限りです。開業医でできることといえば所詮限度がご

ざいます。そのあたりを勤務の先生方どうかご察し下

さり無理を聞いてください。

さて、国、厚労省において医療分野における政策の最

重要課題が「国民の健康維持」よりも「医療費抑制」

を優先しています。こんな時世だと今後医療を取り巻

く環境はいろいろな観点からますます厳しいものとな

りますね。ひたすら頑張るしか（車でなく昔みたいに

自転車でかけり懸命に往診する姿を想像します）開業

医には道がなくなるのではないかと暗い気持ちになり

ます。頑張ると言っても、年々歳だけは増えますし、

中央病院に診療のお世話になる機会も私の歳が増える

に比例して増えていくこと間違いありません。懲りず

に今後もよろしくお願いいたします。

巻巻 頭頭

言言

３．疾患シリーズ「慢性腎臓病」
内科部長 坂井　尚二 ‥‥‥ ２

４．イルカふれあい体験
小児科医長 大賀 由紀 ‥‥‥ ３

５．ご報告「入院患者アンケート結果」
看護部師長 藤本　美智子 ‥‥‥ ４

院　　長

患者様のご紹介・検査予約・お問い合わせについては

少し遅くなりましたが、登録医の先生方に新年のご挨拶を申し

上げます。

平成１３年から始めた病院経営健全化に向けた全職員による

取り組みと、それに対する登録医の先生方の暖かいご支援、ご

協力のお蔭で平成１６年度に久々の黒字決算を報告して以来、

１７年、１８年連続で僅かですが黒字を計上することができまし

た。１９年度も黒字決算を目指して悪戦苦闘しているところです。

２０年度診療報酬改正もまったく当てには出来そうもあり

ません。総額規制（マイナス改定）の枠のなかではいくら苦

心しても、「立ち去り型サボタージュ」、「産科診療拒否（不

可能）」などの医療崩壊の流れを止めることは出来ないこと

が政府にはどうしてわからないのでしょうか。
“ゆとり”を持って診療できる日がくるのを夢見て、この２０

年度もどうぞご協力のほどよろしくお願いいたします。

当院の看護部目標に、『患者様が安全で安心して入院生活が送れるように看護させて頂きます。』 とあり

ます。その目標を達成するために、看護している私達を、患者様がどの程度評価されているかを知ることに

しました。

看護部業務委員会では、平成１６年より、年に一回、患者様へアンケートをお願いしております。

平成１６年から平成１９年までのアンケート結果の集計を御報告いたします。

入院患者アンケートの結果報告 看護部・業務委員会

委員長　藤本　美智子

これらのアンケート結果を、それぞれ評価、改善しながら、目標１００％を目指し、より一層努力していきます。

また、この場を借りてアンケートに協力して頂いた患者様方へ厚く御礼を申し上げます。
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①　入院時すぐに病棟の看護師は対応しましたか

未回答
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いいえ
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③　検査前には看護師から説明がありましたか
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④　ナースコールの対応はすぐにありましたか
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⑤　検査の前に患者様の名前を確認しましたか

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H19 H18 H17 H16

⑥　注射の前に患者様の名前を確認しましたか
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②　入院時のオリエンテーションは
分かりやすいものでしたか　
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⑦　薬を渡す時、患者様の名前を確認しましたか
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⑧　自分の名前を確認して、食事が配られてますか

未回答

その他

いいえ

はい
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⑨ 患者様のプライバシーが守られていると思いますか

原油が値上がりしコストが上がれば、電気等の公共料金は簡単に値上げができるが、医療費はどんなことがあって
も値上げはできず、それどころか政府は医療費抑制政策を強硬に推し勧めている。更に安全対策の要求はますます
高まるばかりである。病院に医療費抑制とコストのかかる安全対策を押しつけている。この上、第三者機関である医療
事故調査委員会が発足するとの事である。調査結果は医師の行政処分、刑事告発にも利用するという。このままで
はリスクの高い治療や手術を行う急性期病院で、日本で医療を行えるのであろうか！自問自答し、頭髪が薄くなる毎
日である。

長岡　榮


