
三� 伯幸 加藤 歩

当院の呼吸器外科が開設されてから､ ３年が経過

しました｡ 皆様には多大なるご協力とご支援を賜り､

大変感謝しています｡ 地域の皆様のお役に少しでも

立てるように､ 患者さんの負担が軽減され健康に寄

与できるように､ 心掛けてきました｡ 機会を頂きま

したので､ これまでの経過を振り返り､ 当科のこと

をご紹介したいと思います｡

全体の傾向�３年間の手術症例数は､ 初年度から､

それぞれ44例､ 43例､ 37例 (図１) と減少傾向です｡

しかし､ この３年間で院内の手術適応基準を設け､

不必要な手術を減らし､ 必要な手術を､ 適切な術式

とタイミングで提供することで最適化を図っていま

す｡ 一方で､ 直接紹介頂く症例が､ 年度別に３例､

８例､ 20例と順調に増加し､ 手術症例の約半数が直

接紹介となってきました｡ 地域の皆様に徐々に認知

されてきているようです｡

肺癌�それぞれの年度で20例､ 18例､ 19例 (図１)

で概ね横ばいでした｡ 全体の手術術式の割合は肺葉

切除術以上が66％で､ 区域切除術32％､ 部分切除術

２％と､ 全国平均の肺葉切除以上78％､ 部分切除12.5

％､ 区域切除8.5％ (2008年度呼吸器外科手術統計)

と比較しても､ 解剖学的区域切除術を多く行ってい

ます (図２)｡ 一度切除すると回復しない肺機能の温

存を考え､ 早期の肺癌に関しては積極的に縮小手術

を適応することにしています｡ 内視鏡下手術 (VATS)

は､ 早期の腫瘍径の小さい症例が対象となっている

区域切除術は100％でした｡ 肺葉切除以上は進行度､
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腫瘍径から適応に外れることが多く50％でした｡ 予

後に関しては､ 肺区域切除術を行った早期症例で小

細胞肺癌の１例は再発しましたが､ その他の非小細

胞肺癌は全例で無再発生存中です｡ 全症例の平均観

察期間１年半での生存率は85.5％でした｡ 病期別では､

１Ａ期100％､ １Ｂ期77.8％で､ ２期以上66.3％でし

た｡

気胸�肺のパンクとして知られる気胸は､ 若年者

に見られる特発性気胸と､ 肺の基礎疾患をもつ特に

高齢者に見られる続発性気胸に分かれ､ 特発性気胸

は治療方針が､ 全国でほぼ決まっていますが､ 合併

症の多い高齢者に見られる続発性気胸は､ 決められ

た治療は存在せず､ いまだ経験的な治療による部分

が多い分野です｡ 当科では続発性気胸に対して予め

決められた治療戦略に則り､ 平均観察期間１年半で

の無再発率は91％と､ これまで報告されている若年

者の胸腔鏡下での気胸手術例と差の無い成績となり

ました｡ 手術症例の年度推移は､ それぞれ８例､ 11

例､ 10例でした (図１)｡

膿胸�感染症分野の疾患は､ 早期のドレナージや

手技の工夫､ 抗生物質選択の適正化などで手術まで

の必要がなくなり､ ３年間の経過では３例､ １例､

０例と減少させることが出来ました｡

当科の特色として呼吸器内科と密に連携しており､

ほとんどの症例で､ 外科と内科が協議し治療を行っ

ており､ 気管支検査などは合同で行うようにしてい

ます｡ 昨年春より病棟も同一病棟となったことから

内部での患者移動もシームレスに可能となりました｡

何れの科に､ どの症例をご紹介頂いても診療方針で

異なる心配はありません｡ また､ 当院の基本理念で

もある ｢生きる力を応援します｣ に代表される患者

さんを中心とした医療を提供し､ 早くて安全な医療

となるように心掛けています｡ 常に相談しながら､

患者さんに適切な時期に治療が出来るように工夫し

ています｡

この３年間の手術症例を振り返ると透析であった

り､ 重度肺気腫を合併したり､ 大動脈瘤を合併した

りで､ 合併症の多い方も居られる中でしたが､ 手術

関連死亡はありませんでした｡ 当院の看護師は勿論

のこと､ 理学療法士､ 作業療法士､ 薬剤師､ 栄養士､

ソーシャルワーカー等のスタッフの頑張りに支えら

れ､ 他診療科と連携できた賜物だと思います｡ 与え

られた環境に感謝するとともに､ 当院の基本方針の

一つであるファインチームワークを誇りに思ってい

ます｡ 今後とも暖かいご支援､ ご紹介をよろしくお

願いいたします｡ (文責 三� 伯幸)

呼吸器科病棟
医師､ 看護師､ 薬剤師､

栄養士､ リハビリスタッフ､

地域医療連携室
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日 時 平成26年6月23日 (月) 19�00～21�00
場 所 ロイヤルパークホテル高松

高松市瓦町1�3�11 �087�823�2222
演 題 ｢動脈硬化の新しい考え方と生活習慣病対策｣

－心臓突然死を防ぐためにできること－
意見交換会
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～心臓突然死を防ぐためにできること～

� � 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部

循環器内科学部門教授 佐田 政隆 先生
プロフィール
Ｓ63年 東京大学医学部医学科卒業
Ｈ８年 米国T.ufts大学St.Elizabeth病院心血管研究所留学
Ｈ14年 東京大学大学院医学系研究科

器官病態内科学 (循環器内科) 助手
Ｈ20年 現職
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開放型病床は､ 当院に紹介入院された患者さんについてかかりつけ医が当院の主治医と共同診療するこ

とで､ 治療の一貫性と継続性を目指すものです｡ 当院の開放型病床のご利用につきましては次の通りになっ
ております｡
１. 紹介患者さんの連絡方法
＜高松市民病院 地域医療連携室＞ 電話番号� (087) 834�2181 (代表) 内線188

FAX番号� (087) 834�2223 (直通)
２. 紹介患者さんの来院について
紹介状等と健康保険証をご持参の上､ 医事課受付 (本館２階) にお越しください｡
３. 共同診療を行う場合
原則として月曜日～金曜日の午後１時～午後５時に地域医療連携室 (本館２階) までお越しください｡
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共同利用対象機器 (検査) ／利用日時 昨年度紹介件数
ＣＴ検査 ／月曜日～金曜日 午後１時～午後４時 69件
ＭＲＩ検査／月曜日～金曜日 午後１時～午後４時 137件
超音波検査／月曜日～金曜日 午前９時～午後４時 7件
ＲＩ検査 ／月曜日～金曜日 午前９時～午後４時 6件

◎共同利用は原則として予約制です◎
予約申込受付時間
月曜日～金曜日 午前９時～午後５時
※緊急性のあるときは､ その旨お申し出
下さい｡ 可能な限り対応します｡ 但し､
当院での治療が必要な患者さんは外来
診療科へお申し出下さい｡
連絡先＜高松市民病院放射線科受付＞

(087) 834�2181㈹､ 内線310



発行元：高松市民病院地域医療連携室 〒760-0005 高松市宮脇町２丁目36－1 TEL 087-834-2181 FAX 087-834-2223
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平成26年４月１日付けの医師の異動については以下のとおりです｡

着 任 医 師

外 科 篠
シノ

原
ハラ

永
ヒサ

光
ミツ

呼吸器外科 加
カ

藤
トウ

歩
アユム

整 形 外 科 林
ハヤシ

二
フ

三
ミ

男
オ

泌 尿 器 科 冨
トミ

田
ダ

諒太郎
リョウタロウ

耳鼻咽喉科 福
フク

田
ダ

潤
ジュン

弥
ヤ

離 任 医 師

内 科 三枝 明子
外 科 小笠原 卓
呼吸器外科 喜田 裕介
整 形 外 科 後藤 仁
泌 尿 器 科 藤澤 尚人
耳鼻咽喉科 武市 充生
放 射 線 科 峯瀬真理子
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患者さんをご紹介していただく際に､ 地域医療連携室へ事前にFAX予約を

お願いいたします｡ ｢高松市民病院FAX診療申込書｣ をご利用ください｡
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受付時間 平日(月～金) 8:30～17:00
※当日のＦＡＸ予約は受付できませんのでご了承ください｡
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地域医療連携室からのご挨拶 －新年度を迎えて－
地域医療連携室長 関貫 聖二

このほど地域医療連携室長補佐でありました内
海看護師長が満期退職され､ 後任として青木看護
師長が地域医療連携室長補佐に就任しましたので
ご案内させていただきます｡
青木看護師長は昨年度まで手術室で勤務してお

り､ 院内各診療科の医師や各部門の看護師との連
携に関して豊富な経験を持っています｡ 今後は後
方連携担当を青木看護師長､ 宇津看護主任､ 高崎
看護師､ MSW長谷川､ MSW川野の５名体制で行
います｡ また､ 前方連携の受付業務は委託する体
制となりました｡ 不慣れな事で､ ご迷惑をおかけ
いたしますが､ 前任者同様今後ともご指導ご鞭撻
宜しくお願いいたします｡

ご紹介誠にありがとうございました｡

事務 石川 事務 平井 看護主任 宇津 MSW 長谷川

MSW 川野 室長 関貫 看護師長 青木 看護師 高崎
前列左より

後列左より
地域医療連携室

-.�/01
+,234
567
�4

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

紹介患者数
(再診含む) 401 336 338 385 366 400 412 333 350 355 362 368

FAX予約数 104 75 68 86 93 93 93 91 78 77 77 84
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区 分 月 火 水 木 金

内 科

午前

１診 友兼 毅
(消化器)

星島 康男
(内科・血液)

香川大学医学部
(※２)

多田 早織
(消化器)

星島 康男
(内科・血液)

２診 荒木みどり
(循環器)

藤村 光則
(循環器)

藤村 光則
(循環器)

藤村 光則
(循環器)

３診 河野 洋二
(呼吸器)

岸本 伸人
(呼吸器)

河野 洋二
(呼吸器)

岸本 伸人
(呼吸器)

岸本 伸人
(呼吸器)

４診 吉野 すみ
(内科・消化器)

田中 育太
(消化器)

友兼 毅
(消化器)

吉野 すみ
(内科・消化器)

田中 育太
(消化器)

午後

１診 星島 康男
(内科・血液)

総回診

多田 早織
(消化器)

２診 今滝 修
(血液) 要問合せ

大野 孔文
(循環器)

３診 岸本 伸人
(呼吸器)

４診 河野 洋二
(禁煙外来)

精 神 科 午 前 香川大学医学部
(再診のみ)

安平 洋
(再診のみ)

香川大学医学部
(再診のみ)

小 児 科

午 前 大橋 博美 大橋 博美 １･３週 大橋 博美
２･４週 渡邊 俊之 渡邊 俊之 大橋 博美

午 後 渡邊 俊之

渡邊 俊之
・乳児健康診断
(13時30分～14時30分)
・一般診療
(午後14時30分～)

予防接種

１･３週 渡邊 俊之

２･４週 大橋 博美

大橋 博美
・乳児健康診断
(13時30分～14時30分)
・一般診療(14時30分～)

渡邊 俊之
・アトピー外来

新患のみ予約

渡邊 俊之

小児神経内科(徳島大学)
月１回第２週 (要予約)

外 科

午前
１診 和田 大助

(消化器・肝胆膵外科)
井内 正裕

(消化器・乳腺・甲状腺)
福田 洋

(消化器・肝胆膵外科)
尾形 頼彦

(消化器・内視鏡外科)
篠原 永光

(消化器・内視鏡外科)

２診 福田 洋
(消化器・肝胆膵外科)

三� 伯幸
(呼吸器外科)

四方 祐子
(消化器・一般外科)

三� 伯幸
(呼吸器外科)

加藤 歩
(呼吸器外科)

午後
１診 外来担当医 小笠原 邦夫

予約患者のみ(一般外科･血管外科)

２診 総回診

整 形 外 科
午前

１診 林 二三男 三宅 亮次 三宅 亮次 三好 英昭
(新患のみ) 三好 英昭

２診 三好 英昭 林 二三男 林 二三男 三宅 亮次

午 後 手術 手術 手術 手術 検査

脳神経外科
神経内科※１
(月１回木曜午前

要問合せ)

午 前
白川 典仁 関貫 聖二 白川 典仁 神経内科(徳島大学)月１回 関貫 聖二

四方 英二 交替 (要問合せ) 四方 英二

午 後 交替(要問合せ)

皮 膚 科
午 前 古北 一泰 古北 一泰 古北 一泰 古北 一泰 古北 一泰

午 後 手術・処置 手術・処置 手術・処置

形 成 外 科
午 前 杉野 博崇

(予約患者のみ)皮膚科外来にて 杉野 博崇 杉野 博崇 杉野 博崇 杉野 博崇

午 後 手術

泌 尿 器 科
午 前 天野 慎二 大森 正志 天野 慎二 冨田 諒太郎 大森 正志

午 後 手術 冨田 諒太郎 手術 検査 手術

産 婦 人 科
午前

妊婦健診 笠井 可菜 山下 瑞穂 大野 義雄 笠井 可菜 笠井 可菜

婦人科 大野 義雄 山下 瑞穂 山下 瑞穂 笠井 可菜 大野 義雄

午 後 検査・手術 検査・手術 検査・手術 検査・手術 検査・手術

眼 科
午 前

谷 英紀 谷 英紀 谷 英紀 谷 英紀 谷 英紀

樋端 透史 樋端 透史 樋端 透史 樋端 透史 樋端 透史

午 後 樋端 透史
(新患のみ) 手術 手術 樋端 透史 検査

耳鼻咽喉科
午 前

近藤 昭男 近藤 昭男 近藤 昭男
福田 潤弥

近藤 昭男

福田 潤弥 福田 潤弥 福田 潤弥 福田 潤弥

午 後 交替 検査 交替 手術 小手術

放 射 線 科 午前・午後 林 義典
大友 真姫

林 義典
大友 真姫

林 義典
大友 真姫

林 義典
大友 真姫

林 義典
大友 真姫

麻 酔 科
午 前 中井 隆博

午 後 手術
※１ 神経内科 (徳島大学医師) の診療は､ 不定期ですので脳神経外科へお問い合わせください｡ 【連絡先�087-834-2181】
※２ 香川大学医学部の診療は不定期ですので､ 内科外来へお問い合わせください｡ 【連絡先�087-834-2181】
新患の方�午前８時30分～午前11時､ 午後１時～午後４時 (内科は午後３時まで)

【受付時間】再来の方�午前８時30分～午前11時30分､ 午後１時～午後４時 (内科は午後３時まで)
尚､ この表は変更することがありますので､ 詳しいことは各科にお問い合わせください｡ 【連絡先�087-834-2181】


