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平成 21 年の新春を迎えました。
昨年は、年を表す言葉に「変」が選ばれたほ
ど世の中が変動した年でした。医療を取り巻く
環境も例外ではなく、今までにない厳しい年で
した。
「変」と言う字が、
良い方向に変化する「変」
であれば良いのですが、むしろ最近の世の中は
変な方向に向かっているように思えます。米国
ではオバマ大統領は変化（change）を掲げて当選しました。
今年は、
「こうかん会」においても大きく変わる年でなければなりま
せん。
しかし、変わってはならないものがあります。それは、
「こうかん会」
の基本理念である、
「① 患者さん中心の全人的医療、② 誠意を持って奉仕する医療、
③ 地域に根ざした医療」の遂行です。
これは変わることのない中心的考え方です。そして、医療人と患者
さんとが共に協力し合って病気と闘って行くという「医療人と患者さ
んとの関係」は永遠に変わることのないものです。その関係維持のた
めには、医療人には患者さんに最高レベルの医療をわかりやすく噛み
砕いて提供し、患者さんが納得出来るまで疑問に答えていく努力が求
められます。患者さんも自分の病気に対して、勉強して理解する努力
をし、家族の人も同じように闘うチームの一員として、起こっている
ことを理解する努力が求められます。
私はいつも「○○の立場になって」と考えて行動しようと話してい
ます。この考えは、医療に携わる人だけでなく、すべての人がこのよ
うに考えていけば、医療を取り囲む環境はより良いものになって行き
ます。言葉では簡単ですが、実際にその立場になってみなければ、わ
からないことです。しかし、重要なことはその立場になって考える努
力を日頃からし続けることを忘れないことです。
本年も、
「こうかん会」職員一丸となって、より良い医療を提供する
ように努力してまいります。皆様にとりましてより良い年になりますこ
とを祈念し、年頭の挨拶といたします。

巻 頭 言

より良い医療環境をめざして

各

科

紹

介

～放射線科～

放射線科とは．．．
放射線科は、内科や外科のようにどの病院にもあり誰でも知っている診療科ですが、その仕事内
容はよく知られていないことが多いようです。建物にたとえると基礎部分にあたり、人目につかな
い部分ですが、しっかりと病院の診療業務を支えている部門の一つです。

～放射線科の業務～
大別すると、院内における業務と院外に対する業
務に分かれます。
院内での一番大きな仕事は、画像診断の部分で、
内容は「レントゲン写真撮影と所見レポートの作成・
レポートと画像情報の配信」です。
実際の画像診断の流れは下図のごとくで、各科の
先生方から撮影の依頼が発生し、検査が行われ、出
来上がった画像を現在はモニターで診断し、所見報
告書を作成します。その結果（所見報告書と画像）を、
各科外来や病棟の端末に配信しています。

画像診断の流れ

放射線科の主な業務
院内業務
○画像診断
撮影
読影レポート作成・画像配信
画像情報管理
○ IVR（血管造影技術を用いた非侵襲的な
治療）
○撮影室の管理
スケジュール管理・機器の点検
○検診業務
院外業務
○画像診断センター（地域連携）
○地域医療行政への参加（市の検診の二次
読影）

要検査！

検査施行

画像撮影

放射線科医師に
よる画像診断

所見報告書と画像を各科に配信

放射線科で施行される検査は、右図にまとめましたが、今

当院の放射線検査

回は単純胸部レントゲン写真や消化管透視造影といった皆さ
んになじみの深い検査ではなく、乳腺撮影やコンピューター

○ 単純レントゲン撮影

断層撮影（CT）、核磁気共鳴撮像（MRI）、血管造影などの

○ 消化管透視造影（胃や大腸など）

特殊な検査を写真を中心に簡単に紹介します。

○ 乳腺撮影

核医学シンチ検査は、前号の「ふれあい 25 号」で詳しく
解説されているので、そちらをご覧いただければと思います。
（ふれあい 25 号をご希望の方は、地域連携室にお声掛け下
さい）

○ シンチ（核医学検査）
○ ＣＴ
○ ＭＲＩ
○ 血管造影（ＩＶＲ） 等

2

～ 乳房撮影 ～
乳腺撮影は、主として乳がん検診の時に行われる検査で、左の
写真のような装置（デジタルマンモグラフィー）で乳房をはさん
で撮影します。撮影された写真は右図のようなレントゲン写真で、
乳腺組織の中の小さな石灰化や腫瘤の影を見つ
けて診断します。
CT 検査は、現在では一般的な検査になりま
したが、ここ数年の間に装置が飛躍的に進歩し、
より短時間に、より広範囲をより高分解能で撮
左乳房 U 領域に不整な腫瘤影（矢印部）
を認めます。点線左側は正常な乳房画像

影する事が可能となりました。

～ ＣＴ ～
当院では、現在 16 列の多列検出器を備えた CT 装置を使用しています。この装置になり、写真１のよ
うな再構成画像（冠状断像）も瞬時に作成することが可能となり、診断能も向上しました。さらに写真２
のような腹部から両下肢の血管像が外来の CT 検査で簡単に撮影できるようになりました。
写真１：腹部冠状断再構成画像

写真２：CT

による血管造影像（閉塞性動脈硬化症症例）

左腸骨動脈に高度の狭窄を認めます（矢印部）。

～ ＭＲＩ ～
MRI 検査は、核磁気共鳴現象という物理現象を利用して CT のように体の中のさまざまな方向の画像を
作成する検査です。当院では、磁場の強さが 1.5T（テスラ）の高磁場の装置を使用しています（ちなみにピッ
プエレキバンの磁力は 0.08T）。
CT 検査との違いは、MRI では放射線を使用せず、軟部組織の分解能が高い（肉と肉の濃度差がつく）
画像が得られる点です。そのため、特に脳の検査や婦人科疾患の診断（写真３）、骨の影響も受けないため、
脊椎（背骨）などの整形外科の診断（写真４）に力を発揮します。
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写真３：子宮筋腫症例

写真４：椎間板ヘルニア症例

左子宮体部に大きな筋腫を認めます（丸印部）。

左 L4/5 で椎間板ヘルニアを認めます
（矢印部）。

また、造影剤を使用しなくても脳血管像や胆管・膵管も撮像することも可能です（写真５，６）。
写真５：ＭＲＩによる脳血管像

写真６：ＭＲＩによる胆管・膵管像

主膵管の軽度
拡張と膵尾部の
嚢胞形成を認め
ます。

▼

▼

前交通動脈に
動脈瘤を認めま
す（矢印部）。

さらに、拡散強調画像という撮像法を用いると発症間もない（CT では発見できない時期の）
小さな脳梗塞（写真７）や診断の難しい脳炎も診断することが可能です（写真８）。
写真７：脳の拡散強調画像

写真８：ヘルペス脳炎症例

▼

拡散強調画像
で右前頭葉・側
頭葉の皮質と右
視床に高信号を
認めます（矢印
部）。通常の T2
強調画像では
（右側画像）、こ
の変化は指摘で
きません。

▼

左側頭葉と右
前頭葉に小さな
急性期梗塞巣を
認めます（矢印
部）。

～ 血管造影 ～
血管造影装置は、現在、面検出器を搭載した最新鋭の装置を
使用しています。血管造影装置は、血管造影検査だけでなく、
IVR という血管造影技術を応用して行うさまざまな低侵襲的治
療に使用されています。
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IVR は、主として血管塞栓術という悪性腫瘍に対する治療（写真９）を行いますが、血管形成術といっ
た動脈硬化などに伴う血管病変の治療（写真 10）や透析シャントのトラブルに対する治療も行います（写
真 11）。
写真９：肝がん症例

血管像影を施行し、腫瘍の栄養血管までカテーテル（管）を進め治療しました（白矢印部）。
CT では、治療された腫瘍が白くなっています（赤矢印部）。
写真 10：写真２と同一症例

写真２と同一症例。 左腸骨動脈の高度狭窄に対して、風船付のカテーテルで狭窄部を拡張し、
ステント（拡張を維持させるバネのような金属）を留置しました（○印部）。
写真 11：透析シャント症例

シャント部静脈側に狭窄があり、風船付のカテーテルを用いて拡張しました（○印部）。
拡張後、十分な血液が採れるようにになり透析が可能となりました。

当院の放射線科は２名の常勤専門医と 18 名の放射線技師、４名の事務職員によって運営されてお
り、日々撮影・読影技術の向上に努めています。表舞台には出ない部門ですが、しっかりと病院の
診療と皆様の健康・安全を支えています。
一般の患者さんで検査を希望される方は、まず外来受診していただき医師にご相談下さい。
また、近隣の先生方には、幅広く検査のご依頼をお受けしております。
受付窓口は地域連携室になりますので、044-366-1077 までご連絡願います。

放射線科部長
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小川 健二

新年明けましておめでとうございます。
年末からの未曾有の不況の嵐に見舞われている事が嘘のように、この年末年
始は穏やかな気候に恵まれました。当院では毎年、理事長・院長の挨拶とともに
新しい年を迎えます。
ご多分に漏れず、医療の世界も厳しい逆風が吹い
ていますが、職員一丸となって当院の基本理念であ
る『患者さん中心の全人的医療』
『誠意をもって奉仕
する医療』
『地域に根ざした医療』を常に心掛けて職
務に励むことが、患者さんやそのご家族に満足感を

水野理事長

得てもらえるのだと、毎年年頭の挨拶で再認識させられます。
院内・院外の連携を密にとり、最善の医療を提供できるよう全
鈴木院長

職員頑張りますので、本年もよろしくお願い申し上げます。

ＱＣ活動やってます！
2008年12月、毎年恒例の業務改善事例発表大会（QC活動発表大会）が開催されました。QC（Quality
Control）とは、直訳すると「品質管理」となりますが、一般的には顧客に提供する商品及びサービスの質を
向上するための一連の活動を意味します。ちょっと聞いただけでは、
「良い商品を作る事」のように感じて
しまいますが、病院業務においても『全ての患者さんに、適切で安心できる医療を提供する』うえで、様々な
部署が業務を見直し、レベルを上げることは必要不可欠です。

水野理事長より講評

そのために、日々の業務の中で発生する課題（主に患者さんへご不便がかかってしまうような事）を検討
し発表することで、病院全体の問題として捉え、職員全体で考え改善する場が「業務改善事例発表大会」な
のです。
当院も6年前からQC活動に積極的に取り組んでおり、医療職・事務職を問わず活発な発表が毎回行われ、
第6回目を迎える事となりました。今回は、検査に来院した患者さんの待ち時
間を短縮し、よりスムーズで安全に検査・治療を行うことに着眼点を置いた、
看護部内視鏡室のグループが最優秀評価を受けました。
これらの準備は毎日の業務が終わった後に取りかかり、夜遅くまで及ぶ事
もしばしばです。発表の場も決して華々しいものではなく、むしろ活動として
は地道なものですが、こういった積み重ねが患者さんに満足していただける
医療に繋がることを信じて、今後も開催してゆきたいと思います。
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最優秀賞の内視鏡室スタッフ

ロシアからのお客さん
「ODA」という言葉をご存じでしょうか？
これは政府や政府の実施機関による、開発途上国・国際機関に経済・社
会の発展や福祉の向上に役立つために行う資金・技術の提供・協力のこと
です。日本は外務省主導のもと、1994年から対ロシア技術支援事業を実
施しており、当院の母体であるJFEが製鉄所内での研修を受け入れていま
したが、今年はロシア側の強い要望で「保健・医療分野」が追加されました。
「保健・医療分野」の訪日研修というのは、ロシアから保健・医療関係者
を日本に招いて、全体総括の研修・現場見学・労働衛生管理・小集団活動の
取り組み・看護師育成プログラムなどの教育を実施するものですが、その
研修先として従来は公立・準公立病院が選定されていましたが、今回は民
間病院への研修希望があり、当院が選ばれました。
2008年11月、ハバロフスク・ウラジオストクなどロシア極東地方から、
ロシア人研修生21名(男性7名・女性14名)と通訳など同行者6名の合計27名の方が当院に訪れました。ロシアで
も保健・医療分野での女性の進出は目覚しいようです。また、研修生は病院長・医師・コメディカルなどの病院
関係者が多数を占め、日本の先端医療を学び取ろうとする熱意を感じました。
まずは1時間ほど当院の概要についての説明ののち、白衣に着替えた研
修生の皆さんは当院内を１時間ほど見学。院内保育園からクリニック・総
合リハビリ施設・各病棟や放射線設備・透析センターなどを熱心に見学し
て回りました。院内保育園では「ここではその気になれば母親は授乳でき
るのか」という不思議な質問。ロシアでは、保育園に子供さんを預けたら引
き取りにいくまでは完全に保育園が管理し、その間は母親といえども手が
出せないのだそうです。なるほど納得。
見学後は当院の食堂でソフトクリームで一息。
「ロシアにはアイスク
リームはあるがソフトクリームはない」
（本当でしょうか？）とのことで
「研修で一番印象に残ったのはソフトクリーム！」とジョークが出るほど
喜んでもらえたようです。その後、看護部長による「看護師育成プログラ
ム」の講演ののち、活発な質疑応答が
交わされて、短くも充実した研修の終了です。
鈴木院長が「今回皆さんが当院に研修に来てくださったことで、それま
で近くて遠い国と感じていたロシアが、近くて近い国に変わりました。皆
さんご多幸でありますように」と最後の挨拶を結び、
「スパシーバ（ありが
とう）」
「ダ

スビダーニァ（さようなら）」の言葉と共に皆さんは帰途につ

きました。
当院での研修はわずか３時間程でしたが、身近に接した彼らはとても穏
やかで真面目で、院長の最後の挨拶の言葉のように、研修前よりロシアの
人達に親近感を感じるようになったことは、大きな収穫だったといえるで
しょう。
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体 験 学 習 県立川崎高校のみなさん
12月、神奈川県立川崎高校の2年生17名が職場体験に来院されました。
同校では、卒業後のより良い進路選択のために興味のある職業を体験し、理解を深める課題研究「総合的
な学習の時間」を設けており、近隣の病院では当院が毎年生徒さんの受け入れをさせていただいています。
今回は、将来の進路として「医師･看護師･薬剤師･栄養士･歯科衛生士（歯科技工士）」を志す生徒さん達が
各々グループに分かれ院内を見学してまわりました。その一部をご紹介しましょう！
看護師見学グループ

看護師の話、病棟見学ののち別室へ移動。

まずは緊張のご対面から。

え？患者さんを車いすで？
どこへ行けばいいのかな？

車いすの操縦、意外と難しいかも（汗）

苦労しつつも院内移動

でも、おじいちゃん嬉しそう！

たどり着いたのは．．．

看護師は色々な検査の知識も必要不可欠。
なので、検査室も見学です。
「顕微鏡で見る赤血球 ･ 白血球 ･ 大腸菌
etc、意外と感動！すごく楽しかったです」

入院患者さんのレクリエーション（クリスマス会＆12 月お誕生
日会）の日だったので、飛び入り参加してもらいました。
「医療も大事だけど、こういうコミュニケーションを作ることっ
て、すごく大切だと思いました！」
クリスマスソングを一緒に合唱♪ こういうの久しぶりでしょ？
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「え？ご飯をミキサーにかけるの？
おかずもたんぱくな感じだけど．．．!?
普通の食べ物と味変わらないよ！」

うまいか？

病院食を試食してみました
こちらは歯科衛生士グループ。
まさに体験実習中

いつもは窓越しにしか見れない調剤室へ！
「薬剤師志望なので感動です。」

今回は、手術見学も。手術着に着替えて、
いざ手術室へ！メチャメチャ緊張！
手術室の雰囲気にはさすがに神妙。。。
「医師ってすごい！！」

普段は患者の立場で接している病院の内部を見
学してみて、医師 ･ 看護師 ･ 栄養士をはじめとした
多くの職員の連携がとれてはじめて医療が成り立
つことの発見や、患者さんとのコミュニケーション
の大切さを実感してもらえたようです。
間近に迫った進路決定の時期に向けて、皆さん
真剣に聞き入っていました。この体験や現場で働
く職員のアドバイスが、少しでも役に立ったら何よ

みなさんお疲れさま！

りですね！
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との連携
院
医
域
地
14

医療法人財団 コンフォート

リバティスクエアクリニック

当クリニックは、主に高齢者医療・訪問診療に力を入れております。
特に訪問診療は、基本理念として「患者様と共に歩む、安心医療」を常に心掛けております。
現在は主に有料老人ホームにご入居されている
方を対象に訪問診療を行なっております。
また、一般診療に加え、健康相談・人間ドック
のご紹介・介護（認知症など）に関するご相談・
介護施設のご紹介・企業様向けの健診のご相談・
ご案内なども行なっておりますので、お気軽にお
電話下さい。
（各種ご相談は予約制の面談になります）
お知らせ：外来受診の際は、お電話にてご予約下さい。（予約優先とさせていただきます）

こうかんクリニック、日本鋼管病院の
先生方並びに医療スタッフの方々には、
胃ろう交換をはじめとして、平素より大
変お世話になっております。
当クリニックでは、老人ホームの入居
者様を多数ご紹介しておりますが、いつ
も質の高い医療を提供していただいてお
り、ご家族の方々からも大変喜ばれてお
ります。

院

現在までの御協力を感謝するとともに、

西 郊

長

学（にしおか

まなぶ）

日本内科学会認定内科医

今後もさらに強い医療連携を築いていけ

日本循環器学会専門医

ることを期待しております。

	

（他

常勤医１名、非常勤医２名）

診 療 科 目 内科／循環器科
労働会館前

藤崎一

市役所通

●
川中島中

（在宅支援診療所）

リバティ
スクエア
クリニック

【診療時間】 月曜～金曜（往診時間あり）
09:00 ～ 11:30
14:00 ～ 17:00

藤崎四

【休 診 日】 土曜・日曜・祝日
追分

●

ＴＥＬ ０４４－２７７－６９００
ＦＡＸ ０４４－２７７－６９００

新川通
日本鋼管
大島四ツ角
病院

所在地 川崎市川崎区藤崎３－６－１
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熱闘！ 惜しくも準優勝
芸能活動が盛んな当院ですが、運動部も負けじと活躍していま

鋼管病院野球部

す。野球部の結成は２，３年前と比較的新しいのですが、メンバー
は精鋭揃いです。

昨年秋に行われた川崎市病院協会主催の大会においても、川崎
市立病院・関東労災病院との熱戦を制し見事決勝進出。決勝戦も1
点差をめぐる白熱した接戦を繰り広げ、延長戦までもつれ込みま
したが、惜しくも５－６で敗れてしまいました。
優勝の喜びは、次回にとっておきましょう！

看護学生によるクリスマスコンサート
今年も当院で実習を行う看護学生の皆さんによる、クリスマスコン
サートが開催されました。これは「患者さんへの感謝の思いを伝え、思
いやりや自己の看護観の育成」を目的に毎年行われているものです。
当日は多くの患者さん方が待ち受けるなか、神奈川県立看護専門学
校の学生さん35名が、キャンドルを手にホワイトクリスマスを歌いな
がら登場です。
ハードな実習に勤しむ彼女達ですが、会場の飾り付けやクリスマス
カードの作成・配布、メインの合唱やハンドベルの演奏など、盛りだく
さんの内容は全て学生さん達達の手作りによるもの。
クリスマスキャンドルの灯りやハンドベルの澄んだ音色、そして看
護師の卵達の笑顔や歌声は病気を癒してくれ
る一時だったことでしょう。
この日、素敵な笑顔を見せてくれた皆さん
が、立派なナースに成長されることを祈ってい
ます。
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初診時特定療養費について
この制度は「地域の医院・診療所」と「200床以上の病院」との機能分担を進める目的で、平成8年4月か
ら実施されており、他の医療機関からの紹介状をお持ちにならない患者さんについて、初診時に保健診療
の自己負担分とは別に徴収させていただくものです。
当院では今まで初診時特定療養費はいただいておりませんでしたが、近隣病院の状況等を鑑みて、平成
20年8月1日より105円（税込）をいただいております。
～
○
○
○
☆
～
●
●
●
●

このような場合に徴収させていただきます ～
当院を初めて受診する
以前に当院を受診し病気が治癒・治療が終了したが、その後新たに発生した病気のため受診した
継続治療が必要だったが、患者さんの判断で治療を打ち切り３ヶ月以上経過した後に、再度同じ病気
で受診した
同時に２つ以上の傷病について診察を受け、そのどちらも初診であった場合は特定療養費のお支払
いは１回のみです
このような場合はお支払いの必要はありません ～
他の医療機関からの紹介状を持参された方
現在継続治療中の傷病があるが、新たに他の病気のため他科で初診診療した方
救急車搬送による受診
● 夜間・休日等、時間外の救急受診
● 労働災害・公務災害の方
生活保護法による医療扶助の方
● 特定疾患等、各種公費負担制度受給対象の方

※こうかんクリニックでは特定療養費の徴収はありません。

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

編集後記

新年を迎えたと思ったら、あっという間に年末。この数年（十数年？）いつも年の瀬に変わらず必ず感じる事で
す。2009年は歴史的不況に覆われて迎えることとなりましたが、初詣の参拝客は、幸を願って例年より軒並み増
加のようです。皆さんはどんなことを願いましたか？ささやかな願いでも叶う望みが持てる、そんな救いのある世
の中であればいいですね。
（H.A.）

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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