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画像診断による情報の共有化
一雨毎に秋の深まりを感じるようになって参り
ました。ガソリンや食品の高騰といった地球の環
境問題だけでなく、身近な生活環境の問題点も目
に見えるかたちになって来ているこのごろです。
さて、生体内でおこっている現象を目に見え
るかたちにするレントゲン機器を用いた画像診
断法は今では臨床の場に無くてはならない診断
法となっていますが、CT・MRI・超音波検査といった検査が実際に診
療の場に登場したのは、1980 年代初頭で今日のような高品質な画像
が供給されるようになったのは 1990 年代中頃以降のことです。歴史
は短いのですが、現在ではきわめて高解像度で詳細な画像を得ること
ができ、診断能力は飛躍的に進歩しました。
当院では、CT・MRI・超音波・シンチグラフィー・マンモグラフィ
ー等の高度医療機器を画像診断センターとして近隣の開業医の先生方
にご利用いただいています。ご紹介いただいた患者さんの検査をし、
画像写真と報告書をお返ししています。画像写真により病気が目に見
える形となるため、医師だけでなく患者さんや家族の方にも病気が理
解しやすくなるばかりでなく、画像写真を介してお互いが病気の情報
を共有化することが可能となり、治療もより効率的なものとなります。
情報の共有化は、現在の医療に求められている重要事項の一つです。
以前の医療の形態は、医師と患者さんの二者間の関係で成り立ってい
ましたが、現在では、病院や個人のクリニックで行われている医療を
第三者が判断したり評価したりする時代になってきています。その第
三者は、医療従事者だけではなく、患者さんの家族であったり全く関
係のない第三者であったりします。重要なことは、今行っている医療
を医師だけが独占することなく、他の医療従事者、医療を受けている
患者さん、その家族といったように医師と患者さんを中心に同心円状
に存在している第三者も当事者と同じように情報を共有できることだ
と考えます。医療画像は、こうした情報の共有化に適した分かりやす
い道具であるといえます。
これからも、画像診断センターを介して、このように地域医療に貢
献していきたいと考えています。

どなたでも受診できます…こうかんクリニック

巻 頭 言
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〜アイソトープ科〜

アイソトープっていったい何をするのですか？
アイソトープ検査は核医学検査ともいわれ、ラジオアイソトープと呼ばれる放射性同位元素を用いて病気の
診断を行うものです。ごく微量の放射線を出すラジオアイソトープで印をつけた薬を体内に投与して、特定の
臓器や組織に取り込まれその分布をガンマカメラという特殊カメラで撮影します。これをシンチグラフィー（シ
ンチ）と呼びます。とても高い感度で行うことができますので、様々な臓器の血流の状態や代謝といった生理
的機能をも画像にすることができ、病気の早期診断や治療効果の判定など、世界中で行われているとても有用
な検査です。

放射線の影響はありますか？
投与する薬（ラジオアイソトープ）から放射線が出てきますがごく微量ですのでご心配ありません。検査の
際に受ける放射線の量は胃の X 線検査とほぼ同じ量です。またその薬は体外に排出され、短時間で効果がなく
なるためとても安全です。

どんなことを調べることができますか？
心臓・脳・がんや骨・肺・ホルモン等、多岐にわたっての検査が可能です。

心

臓

心筋血流シンチ

〜

主に狭心症や心不全の診断

〜

心臓は絶えず動いていますので、心臓の筋肉（心筋）を栄養するのに多くの血液が必要です。その栄養する動脈を
冠動脈といいます。冠動脈が動脈硬化などで障害を受けると必要な血液を送ることが難しくなり胸痛や息切れを生じ
ます。これを狭心症と呼びますが、心筋血流シンチは狭心症の診断や治療効果判定にとても有用な検査です。
負荷心筋シンチでは、特に運動や薬剤によって心臓に負荷を行い、安静のときと負荷をかけたときとで画像の比較
を行い、狭心症の診断を行います。
運動負荷では 自転車のペダルをこいで頂き心電図を見ながら徐々に負荷をかけながら薬を注射して撮影します。
また、ご高齢者や膝や足が不自由な方、ベータ遮断

図１

薬内服中や心電図で左脚ブロックの方には、薬剤に
よる負荷を行います。
この薬剤は基本的に血管を広げるものですが、動
脈硬化の強い血管は広がりにくいという性質を利用
して、血液の流れの不均一な部分を見つけ出します。
例えば図１の矢印の左側のイラストが、心臓を
様々な角度から切った断面画像をガンマカメラに
よって撮影したイメージで、矢印の右図がその撮影
映像です。赤で見える部分は血流が豊富な部分で、
安静時と比較して負荷時には矢印で示す部分の血流
が低下しています。心臓の下側の血流が低下し狭心
症を起こしていた事がわかります。
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図2
心筋血流シンチと同時に、図２のように心臓の動きを
３次元的に見て、心臓の壁の動きや心臓の機能を同時に
知ることができます。
安静時と比べ、運動や薬剤による負荷時に心機能が落
ちる場合は、重症の狭心症を強く疑います。
糖尿病や高齢者には、症状がない（無症候性）心筋虚
血（血液の流れが悪い状態）方々も多くみうけられます。

拡張期・安静時

収縮期・安静時

拡張期・負荷時

収縮期・負荷時

心筋血流シンチはそういったケースにとても有用です。
負荷をかけない安静心筋シンチでは心不全の方の心機
能の状況や心筋血流の状況を評価することができます。
冠動脈の血管の状況を見る検査としては心臓カテーテ
ル検査が最もはっきりわかるのですが、侵襲的な検査で
すので、実際にその前の検査として、被爆も侵襲も少なく、
負荷を行ったときの血流の状況や心臓の機能までわかる
検査として、心筋血流シンチは非常に有用な検査です。

脂肪酸心筋シンチ

〜

主に肥大型心筋症・拡張型心筋症や不安定狭心症の診断

〜

心筋血流シンチとは異なり、脂肪酸心筋シンチは心臓の細胞の代謝を見る検査です。
そのため、肥大型心筋症や拡張型心筋症といった、心臓の筋肉そのものに障害をもった場合の心筋細胞の代謝の状
況を把握し、診断を行います。
また、胸痛があった場合一度冠動脈の血流が途絶えて、また流れが再開すると心電図などでは狭心症の診断が困難
になることがありますが、脂肪酸心筋シンチでは一度心筋が障害受けると数週間は集積の異常（心筋障害のメモリー
機能）が生じることから、不安定狭心症や異型狭心症の診断にとても有用な検査です。

心筋交感神経シンチ

〜

心不全の状態や、時にパーキンソン病の診断

心臓に多く存在する交感神経の状況を見る検査です。
心不全、心筋症の方は心臓交感神経の働きが変化しています。
またβ遮断薬をはじめとした、様々な心不全治療薬の効果判定な
どにとても有用です。
最近はパーキンソン病の診断を行う際に、決め手となる重要な検
査としても用いられています。
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〜

脳
脳血流シンチ

〜

認知症・アルツハイマー病の早期診断

〜

脳は、主としてブドウ糖をエネルギーとして働いており、正常に機能をするには十分な血流が必要です。脳血管病
である脳梗塞のみならず、てんかん・脳腫瘍・脳炎・うつ病、そして認知症に対して、脳血流シンチ（図３）が有用
であるとされています。
脳の血流分布（左図 A・B の三次元画像）

図3
A

B

脳血流シンチの図で白い三角印の部分では血流が低下しており、通常の CT や MRI で特に異常がない場合も、こ
ういった血流シンチで異常が見つかった場合にアルツハイマー病と診断されます。
この検査は特に最近、初期のアルツハイマー病の検査として世界的にとても有用な検査として広く行われています。
初期のアルツハイマー病と分かれば、それを進行させないお薬も出てきました。
最近物忘れが多くなった方、CT や MRI 検査で問題なかった方などにも初期の治療可能な病気を診断することが
できます。

骨・ 腫 瘍
骨シンチ

図4
正常な状態の画像

骨の組織に集まる性質を持つ放射性医薬
品を注射して、写真をとります。
特にガンの骨への転移や外傷による骨の
障害を鋭敏にとらえることができます。
骨シンチの図で右側は骨にがんが転移し
た状況です。右側の写真の丸印内、肋骨を
中心に転移が見られます。
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多発性骨転移の画像

炎症・腫瘍シンチ（ガリウムシンチ）
発熱をしているが、炎症を起こしている場所がはっきりしない場合や、悪性リンパ腫など全身性の腫瘍を調べると
きに特に有用な、ガリウムという薬を用いて行う検査です。

肺
肺血流シンチ

〜

肺塞栓症の診断

〜

エコノミークラス症候群という名前はお聞きになったことがあるでしょうか？長時間、飛行機に
ずっと座ったままでいると足の静脈が鬱血をおこして血栓が生じ、肺の動脈までその血栓が飛んで
しまう病気があります。突然の胸痛や息切れで生じる病気ですが、これは一般的に肺塞栓症といい
ます。決して飛行機に限らず、最近、特に増えてきている病気で、喫煙や食事の欧米化とも関係が
あるといわれています。
肺血流シンチグラフィーは肺の血流の状況を見る検査ですが、肺塞栓症は通常の胸部レントゲン
だけでは診断が困難ですので、この肺血流シンチグラフィーや、胸部造影 CT スキャンによる迅速
な診断、治療が必要です。

甲 状 腺・ 副 腎
甲状腺シンチ、副腎シンチ
甲状腺は体調を維持する大切なホルモンを作っています。ホルモンを作る際にヨウ素を必要とします。放射性ヨウ
素を使ったアイソトープ検査で甲状腺の機能が亢進しているのか？低下しているのか？また甲状腺腫瘍の良性悪性の
鑑別などの診断ができます。
副腎は血圧を調節するホルモンを主として産生していますが、副腎ホルモンの原料となる物質にアイソトープをつ
けた薬剤を投与して副腎の働きを把握します。非常に血圧の高い方の中に副腎に小さな腫瘍をお持ちのことがあり、
必要な検査です。

その他の検査
腎臓の働きをみるレノグラムや消化管から出血している場所を特定する出血シンチグラフィーなどその他数多くの
検査が可能です。

お気軽にご相談ください。
〜

検査を希望される方は下記のいずれかへお問い合わせ願います

〜

アイソトープ室
０４４−３３３−５５９１（代表） アイソトープ室 まで
林 医師の外来：こうかんクリニックにて月曜午後・火曜午前・金曜午前に診療を行っています
検査を受ける方へ、一つだけお願いがあります。キャンセルは前日までにご連絡お願い致します。
アイソトープ検査の薬はとても高価で、すぐに効果がなくなるその日限りの薬なのです。
これらのアイソトープ検査によって、皆様の病気が早期に診断され、早期に治療されることを願っております。

アイソトープ科部長／循環器内科
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林 丈晴

水虫は皮膚の病気です。原因と対処法を学びましょう。
女性にとって意外と多い足のトラブル「水虫」
。これは一日中靴を履いて働く女性や、日頃ブーツを履く女
性が増えたことにより、 足がむれる

という、水虫が繁殖しやすい環境を作りやすくしていることが大きな

原因と考えられます。水虫なんてすぐ治る、と考えている人も多いのではないでしょうか？

だけどこの水虫、

ただの足のトラブルだからと放っておくと後々厄介なのです！ネイルアートだって台なしに ･･。水虫の予防や
正しい対処法を知り、この気になる悩みから早く解放されましょう。

水虫って何だろう
水虫とはカビの一種が原因で起こる皮膚病をいいます。

頭部白癬
（俗称：しらくも）

白癬菌というカビが皮膚（角質層）に寄生して起こる感
染症です。カビの繁殖する条件といえば温度 ･ 湿度 ･ 不
潔な状態。つまり皮膚にこの白癬菌が付着し、十分な温

爪白癬
（俗称：爪の水虫）

度と湿度があれば繁殖し感染するかもしれないのです。
体部白癬
（俗称：たむし）

白癬菌は皮膚表面の角質成分であるケラチンが大好物、
これを栄養源として角質層を住処とし生息します。感染
源となるこの菌は、削げ落ちた角質の中に生息している

手白癬
（俗称：手の水虫）

股部白癬
（俗称：いんきんたむし）

のです。
足の裏は他の皮膚と比べて角質層が厚いため白癬菌に

趾間（しかん）
びらん型白癬菌

角質増殖型足白癬

は絶好の住処ですが、他にケラチンを豊富に含む髪や爪
といった皮膚の一部も、同じく生息しやすい場所です。
水虫は、寄生する条件さえ整えば、足だけでなく全身に
小水疱型足白癬

わたり感染しうる皮膚の病気なのです。

爪白癬

どうして感染するの？
水虫は、更衣室・シャワー・プールのロッカー室 といった裸足でカビに接触する所が感染の場所とな
ります。床面の埃やゴミには、皮膚から剥がれ落ちた角質も混じっていて、その中に潜む白癬菌が足の
裏や手に付着して感染源となるからです。したがって多くの人の利用する温泉・スポーツジム・寮など
を利用する人は、感染への注意が必要ということになります。また、家族の中に水虫の人がいる場合、
足を拭くバスマットにも注意したほうがよいでしょう。
水虫の感染が成立するには、皮膚と白癬菌が一定時間接触している必要があります。長時間靴を履く
仕事、ハイヒールやストッキング等風通しの悪い環境は、菌の増殖を助長します。
しかし必ず感染するわけではなく、菌の繁殖力・温度 ･ 湿度などの繁殖条件・年齢や抵抗力などその
人による個人差もあります。
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水虫の特徴は？
足に好発する水虫。種類は主に３つで特徴的な皮膚症状があります。

趾間（しかん）びらん型

小水疱型

角質増殖型・角化（かくか）型・

水虫は足だけでなく、全身にわたる他の部位でも起こります。

予防と対処法
高温多湿を避ける予防が第一！足の清潔を保つことによってかなりの感染を防ぐことができます。も
しなってしまったら……たかが水虫、されど水虫。確実な診断と確実な治療で早めに解決することです。

足や靴は、いつも清潔にする習慣を
石鹸で毎日足を洗い ( 特に足先や指の間）よく乾かすことが基本です。ムレを防ぎ、なるべく通気性のよい
靴を選びましょう。汗の多い時はかえの靴下をもち、靴の交換も定期的に。パウダーなどで皮膚をサラサラに
保つのも一つです。またバスマットやスリッパなどもこまめに取替え、清潔を心がけましょう。

確実な診断と確実な治療を
足の指の間の皮むけ、土踏まずの水ぶくれ、踵のひび割れ。これらは、水虫を
疑う症状ですが、水虫と思っていても似たような皮膚炎ということもあります。
『適確な治療を早いうちに』が大切ですから、ためらわず早い受診が必要です。
治療には塗り薬や経口薬などが使われますが、皮膚の角質層の入れ替わりから
最低でも１ヵ月は続ける必要があります。水虫の治療に特効薬はなく根気よく続
けることなのです。
患部の清潔を保ち、医師の指示に従い根気よく治療しましょう。

監修：皮膚科部長
サンケイリビング新聞社（えるこみ）より掲載
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小川純己

http://www.lcomi.ne.jp/

使わなくなった入れ歯（差し歯）役立てませんか？
院内に設置されているグレーの回収箱にお気づきになった方はいらっしゃるでしょうか？今年の３月
から、当院正面入口付近と当院医事課会計窓口付近に「入れ歯回収 BOX」を設置しました。
入れ歯には、金属のクラスプ（歯にかけるバネ）がついていますが、そのクラスプには貴重な貴金属
が含まれています（クラウン・インレー・ブリッジも同様）。上記の貴金属類は、その鉱石にもわずか
にしか含まれていないため、抽出には多大なエネルギーを必要とします。その貴重品をそのままゴミと
して捨ててしまうのは、エコロジーの観点からも非常にもったいない
ことです。
また、入れ歯の「歯にかぶせた金属」「歯に詰めた金属」「歯と歯を
つないだ金属」、その他「差し歯」も貴重な資源に生まれ変わります。
この金属をリサイクルして資源として再生させ、その益金でユニセ
フを通して世界の子ども達に希望を与えることができます。当院も歯
科をはじめとしてその趣旨に協力させていただくこととしました。
入れ歯一つひとつでは再製のコストの方が高くなってしまいますが、
たくさん集まるほど大きな援助になります。 ぜひ、入れ歯リサイクル
活動にご協力下さい。
なお、金属のついていない入れ歯は回収できませんのでご注意下さい。

回収 BOX
ゴミ箱と間違えないでくださいね

入れ歯一つでどんな援助ができるの？
毛布……………………………………… 8 枚
10 リットル貯水容器 ………………… 4 個
HIV/ エイズ簡易検査セット …… 40 セット
マラリアから身を守る蚊帳………… 4 張り
予防接種をする注射器の針……… 250 人分
勉強するための鉛筆とノート……… 60 人分
※入れ歯の種類により換算は変わります。上記は参考のための概算です。

入れ歯を作ってから時間が経つと、歯がすり減って噛みあわせが悪くなったり、歯ぐきが痩せて入れ
歯が合わなくなったりします。入れ歯は何十年も同じものを使うのではなく、時期が来たら新しいもの
と交換します。定期的に入れ歯を新しいものと交換すると、使わなくなる入れ歯が出てくるのではない
でしょうか？また、昔作ったものの合わずに使わないまましまっている入れ歯はありませんか？
今回ご紹介させていただいた入れ歯のリサイクルは、今までならゴミ箱に捨ててしまうような入れ歯
で、ボランティアができるというものです。一部を除く保険の入れ歯には、金・
銀・パラジウムなどの高価な貴金属が含まれています。金属を含むものなら保険
で作ったものでも、自費の入れ歯でも、また、どんなに使い込んだ入れ歯でもか
まいません。歯科外来でも、患者さんの不要になった入れ歯はボランティア団体
に送っております。この機会に引き出しの中を調べてみてはいかがでしょうか？
歯科部長
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寺田 典生

◎日本人間ドック学会認定
人間ドック健診施設に認定されました
2008 年 7 月 26 日、当院のドック健診センターは日本人間ドック学会認定人間ドック健診施設機能評価に合格し
ました。この機能評価は、人間ドック健診施設の「基本的事項と組織体制」「受診者の満足と安心」「人間ドック健診
の質の確保」
「運営の合理性」について細かい項目に分類して第三者が評価を行い、
質の改善活動を促進すもので、受診者が安心して健診を受けられる施設であるか？
その指標となります。
病気はある程度進行しないと自覚症状が現れません。人間ドックは詳しい検査
を多項目にわたり行い、多くの病気の早期発見に効
果があります。また、病状の経過を見たり、合併
症を発症していないかもわかるとともに、今後の
治療の方針を決めたりするのに役立ちます。一般の健康診断で異常がなかった人も、
人間ドックを受けてみると異常が見つかることがあります。これまで受けたことの
ない人は、一度人間ドックを受診してみてはいかがでしょうか？

◎夏休みの体験学習
夏も真っ盛りの 8 月 4 日と 8 日、臨港中学・川中島中学の生徒さんが体験学習に来院しました。
当院では、看護学校をはじめ、高校・中学などから毎年多くの学生さんの見学・実習を受け入れていますが、今回
は夏休みを利用した中学生の体験学習記をご紹介します。
当日は、療養病棟の患者さんのレクリエーションに参加、車いすの移動や体操
のお手伝いをしていただきました。また、検査科や放射線科を見学。CT や MRI
の機会をみるのは初めての生徒さんばかりで、
機会が実際に稼働している所や、撮影された

興味しんしん

画像を興味津々で眺めては、時折驚きの声を
上げていました。
日頃は、家族や知り合いのお見舞い程度しか
病院に縁のない生徒さんばかりでしたが、中

おそるおそる．．．汗

には看護師に憧れて見学に来た生徒さんもお
り、目を輝かせて職員の説明に聞き入ってい
ました。今回見学に来てくれた事がきっかけ
で、「医療の道を志してみよう！」
と思って貰えたら、何より嬉しい
事ですね。

そうなんだ！
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◎田中看護部長が神奈川県看護賞を
受賞しました
看護の日（5 月 12 日：近代看護の創始者ナイチンゲールの誕生日）にちなんだ
看護週間期間中の 5 月 13 日、神奈川県立音楽堂において第 43 回神奈川県看護賞
贈呈式が行われました。
これは、神奈川県内において長年にわたり看護師・保健師・助産師等としてそ
の業務に励み、保健衛生の向上に顕著な功績をあげた人を表彰し、県民の看護に
対する理解を深めることを目的として昭和 41 年に設けられた表彰制度です。
本年も県内全ての看護職従事者の中から 10 名が受賞・表彰され、当院の田中龍
子 副院長兼看護部長が表彰を受け、松沢神奈川県知事から看護章が贈呈されまし
た。当日は、神奈川県立よこはま看護専門学校の学生さん達による、看護の日テー
マソング「みまもる心」の合唱から、厳かに式典の幕が開きました。
その他にも、看護師の卵である県内の看護学生が大勢式典に参加し、会場は賑
わい座席が足りないほどです。

松沢神奈川県知事による祝辞

10 名の受賞者各々の看護への尽力の経歴に聞き入る卵たちのまなざしは皆真剣で、将来の自分の姿に重ね合わせ、
決意を新たにしたのではないでしょうか。式典は滞りなく進行し、前述の学生さん達の、
「ナイチンゲール賛歌」合
唱にて閉会を迎えました。

〜

ナイチンゲール賛歌
作詞

白鳥省吾／作曲

１． 愛にうるめる星の下
優しき乙女ごころこそ
２． 蝶よ花よと深窓に
看護の業を学びては

田中龍子看護部長

受賞者に贈られる看護章。神奈川県花
の「山ゆり」と「夜啼鴬（ナイチンゲール）」
をモチーフにデザインしたブローチ。

３． 白衣の聖女と仰がれて
世界の範と葬られ

〜

飯田三郎

ああ南欧のフロレンス
露を帯びたる紅薔薇
育ちながらも殉情の
地には平和よ人に愛
齢かさねて九十一
愛の天使は永久に生く

◎当院でも看護の日フェアを開催しました
当院でも看護週間にあわせて「1 日看護体験」を中心とした『看護の日フェア』を行いました。「患者さんの身の
回りのお世話」や「移送の介助」
、「病院内の案内」など、直に患者さんとふれあう中で医療の現場を肌で感じていた
だければ、との思いから毎年実施しており、例年多くの参加申込みをいただきます。
今年も 20 〜 60 代まで幅広い年代の方々に申込みいただきました。
「高齢者の方と過ごしたい」
「看護の理解を深
めたい」「母が看護師をしており、勧められた」など動機も様々ですが、医療への関心の高さを伺わせます。
当日は、戸惑いながらも熱心にお世話をして下さった皆さんに深く感謝申し上げます。

10

日本鋼管病院 芸能部
皆さんは院内に掲示してある『芸能部』のポスターをご覧になったことがあるでしょうか？当院では入院患者さん
やそのご家族の方々に向けて毎月１回様々なイベントを開催しております。
そのイベントを企画運営するのが、病院職員をはじめとした有志約 60 名で構成されるボランティアグループ『日
本鋼管病院 芸能部』です。
イベントの内容は、プロやセミプロによるコンサート・落語・ダンス・ゴスペル・吹奏楽・合唱、さらにはクリニッ
クの前の大きなケヤキの木にイルミネーションを施したクリスマスツリーの点灯式など、毎回趣向を凝らした行事を
行っています。

落語

沖縄民謡

腹話術

芸能部の誕生は、
「入院中の患者さんに、ひとつくらいは楽しい思い出をつくってほしい」との想いから、３年前
に数人の職員が活動を始めたのがきっかけでした。当初は細々とした催しでしたが、回を重ねるごとにメンバーが増
え、趣旨に賛同してイベントに参加して下さる方々も増えてゆき、発足以来 25 回目のイベントをこの８月に迎える
ことができました。

コーラス

社交ダンス

今ではすっかり月イチイベントとして定着し、患者さんだけでなく
近隣の住民の方々にも楽しみにしていただいています。

ゴスペル
和太鼓演奏

コンサート

次回も皆さんに楽しんでいただける催し物を、鋭意企画しております。
詳細は院内各所に掲示しているポスターか日本鋼管病院ホームページをご覧下さい。
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日本病院機能評価（Ver.5）に認定されました
日本病院機能評価とは．．．
日本病院機能評価機構という、病院の機能を第三者の中立な立場で
評価するために設立された法人よる病院機能の審査で、日本全国にあ
るおよそ9000件の病院の3割弱がその認定を受けています（2008年8月
12日現在）。

評価調査者は、医療現場での管理経験者やそれに準ずる有識者など
病院評価の専門家が、実際に病院に赴き各審査項目に分類して評価判
定を行いますが、それは形式的な審査ではなく第三者の専門家の目に
たった厳しい審査内容です。
審査項目は、
「病院組織の運営と地域における役割」
「患者の権利と安全の確保」
「療養環境と患者サービ
ス」
「診療の質の確保」
「看護の適切な提供」
「病院運営管理の合理性」等の領域についてそれぞれ多くの項
目が設けられ、その病院の地域における役割に応じて、どのレベルまで到達しているかが評価されます。
この評価を受け合格すると病院としての管理態勢が一定以上の水準に達していると
認定され合格証が交付されますが、当院も一般病院としての認定基準を達成している
と認められ、平成20年7月28日付で更新認定されました。
これらの評価を踏まえて、患者さんにとって、より良い病院となるよう現状を的確に
把握し、職員個々が常に改善意識を持ち、機能の充実と質の向上を図ってまいります。

基 本 理 念 と 行 動 指 針
基 本 理 念
1. 患者さん中心の全人的医療
安全で良質な高度医療を提供することは当然ですが、「病を見ずして病人を見る」という言葉が
あります。患者さんを単なる医療の対象としてではなく、一人の人間として接することが必要で
す。患者さんひとり一人の立場に立った医療の実践が病院への信頼感と満足感につながります。
2. 誠意をもって奉仕する医療
病院で働く者全員が医療に直接関わっていることを認識し、常に誠実に自己の職務に精励します。
3. 地域に根ざした医療
近隣地域を中心に県下・都内の方々を対象として、医療のみならず予防医学（健診・ドック）、
訪問看護等ニーズに応じた医療サービスを提供します。

行 動 指 針
◆患者さんと接するときには、自分の家族だという意識で行動します。
◆患者さんのために最新の知識と技術を身につけ、他部署との連携を図ります。
◆病診連携、病病連携をはじめ地域社会との関わりを積極的に深めてまいります。
日本鋼管病院病院長

この「ふれあい」をご覧になってのご意見・ご感想は、地域連携室までお寄せ下さい。

日 本 鋼 管 病 院 地域連携部 地域連携室
〒 210-0852 神奈川県川崎市川崎区鋼管通１丁目２番１号
電話：044-333-5591（代表） FAX：044-333-5599
E-mail：h-aida@koukankai.or.jp
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