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〈 室蘭の日の出〉提供：清水目様

① 消化器手術で最も多い病気
　 「鼠径ヘルニア」
　　外科・消化器外科　　齋藤　崇宏

はぁとNEWS
リフィル処方せん開始

※当院では、これに追加してリフィル不可薬剤として、抗がん剤（ホルモン剤含む）、インスリン
製剤､抗菌薬（クラリスロマイシン除く）、抗ウイルス薬、抗真菌薬、抗原虫、風邪薬、自費薬、
コロナ薬、治験薬、研究用薬、院内製剤、消毒薬、免疫抑制剤などを設定しています。

　せいてつギャラリー（がんセンター渡り廊
下）では、2022年10月12日～11月30日に、
木梨憲武財団さんご協力のもと木梨憲武さん
の絵画8点を展示しておりました。北海道での
展示は初めてで、感染対策上ホームページなど
でのお知らせはしませんでしたが、多くの方々
にご好評をいただきました。

ちょっと気になる病の話

② 血液のがん
　 「骨髄異形成症候群」
　　　　血液腫瘍内科　　吉田　正宏

Topics
心肺運動負荷試験装置を更新

新年のご挨拶
　　　　　　　病院長　　前田　征洋

木梨　憲武 さん
とんねるずとして活躍する
一方、アトリエを持ち画家
としても活動している。

一定期間に最大３回まで繰り返し利用できる
リフィル処方せん開始

2022年12月6日より「リフィル処方箋」という新しい制度の運用を開始しました。

回数は医師が判断し決定します

症状が安定している患者さんのみ対 象

処方できる薬剤

使 用 期 限
受 取 期 間

1回目は発行日を含めて４日間
2回目以降は前回調剤を受けた日から
処方日数を経過する前後7日以内

投与量に限度が定められている医薬品
（新薬､麻薬､向精神薬等）
及び湿布薬など以外

せいてつギャラリー
「木梨憲武展」ご好評のうち終了しました
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理念 思いやりの心を大切にし、
安全で信頼される医療の提供を目指す 基本方針

1. 自己研鑽に努め、良質な医療とサービスを提供します
2. より安全性の高い、働き甲斐のある職場環境を目指します
3. 地域医療連携のもと、健全な経営体質を築きます



　新年、明けましておめでとうございます。当院は、本年も地域の中核病院として、新型コロナ診療に
重要な役割を果たすとともに、西胆振の急性期医療提供体制を安定的に維持・発展させるため、引
き続き全力を尽くしていきます。

　当院の「発熱外来」（新型コロナウイルス感染症の疑い患者対応）では、これまで地域最多の
6,700名を超える患者さんを診療してきました。当院のような高度急性期・急性期の入院診療を主
体とする医療機関が「発熱外来」においても地域の中心的役割を果たすことは、必ずしも望ましい医
療提供体制ではないと考えていますが、現実の当地域の医療状況からは、やむを得ない面があり、最
大限の対応をしています。また、この平日日中の「発熱外来」以外に、夜間休日を含む救急外来およ
び小児科外来等でも多数の新型コロナ疑い患者に対応しており、計6万件を超える検査
（PCR36,500件・抗原検査25,000件）を実施し、これまで当院で確定診断した新型コロナ陽性者
は、累計5,000名を超えています。

病院長　前田 征洋

明けまして、おめでとうございます

● 新型コロナ診療でも、中心的に地域医療を支える
～ 発熱外来等で、地域最多の計5,000名超の陽性者を診断・治療 ～

　当院は民間病院でありながらも、重点医療機関として早期からコロナ患者の入院受入を行ってお
り、地域で重要な役割を果たしています。とくに、西胆振で唯一の重症患者受入医療機関となってお
り、これまで190名超（延べ患者数で1,500人超）の入院患者に対応しています。昨年（2022年）前
半の当院コロナ病床は、自院の院内感染に伴う入院感染患者の使用割合が高い傾向にありましたが、
８月以降は合併症を有するなど治療に専門性が必要な市中からの感染患者の受入が急増し、ほぼ満
床状態が続いています。当院は、新型コロナの入院診療においても地域医療を大きく支えています。

～ コロナ病床は、市中からの受入増で昨夏以降は満床状態が続く ～

　昨年（2022年）は、室蘭市内および西胆振の多数の医療機関で院内クラスターが続発し、外来・
救急・入院・手術を長期的に休止する病院もあるなど、当地域の医療機能が大きく低下する状態が
何度も発生しました。当院でも散発的に院内感染が発生し、医療従事者の感染あるいは職員家族の
感染にともなう自宅待機などにより、多数の欠勤者が出ることもありました。しかしながら、当院は、
コロナ診療への対応も、コロナ以外の通常診療も、ほとんど機能を落とすことなく地域医療を守り
抜きました。実際に、昨年（2022年1-12月）の当院診療データをみても、新患外来患者数が年間約
4,900人増、再来が延約4,300人増、外来延患者数全体では年間約9,200人増加し、過去最多
の実績となりました。また、救急についてもコロナ禍以前の過去最多に近い救急外来患者9,000人
超・救急搬送3,000台超を受け入れました。また、急性期一般病床の稼働率も89％超、手術数も前
年並みを維持することができました。これは、当院の感染対策や弾力的な病床運用・職員配置の成
果であるとともに、何より地域医療を守るという使命感をもって、職員一同が全力で取り組んだ結果
と考えています。

● 地域の医療機能が低下するなかで、急性期診療を維持
～ 地域最多の年3,000台超の救急車・9,000人超の救急外来患者受入 ～

　当院は、この数年間、多数の診療科において大学関連教室からの医師の増員、専門性の高い医師
の赴任が続いており（直近３年間で常勤医計13名増員）、麻酔科医は今春に大学教室からの常勤医
がさらに１名増員され計５名となる予定です。これにより、手術体制が一層、安定・強化されることに
なります。また、今月（2023年１月）から、皮膚科・精神科の外来診療日が増加、さらに４月から皮
膚科外来は平日毎日、診察を行う予定です。さらに、
今春4月から採用予定の初期臨床研修医も、大学
病院を除く道内研修病院のなかで第４位となる13
名がマッチ（定員充足）し、大学協力型１名と併せ
て計14名が新たに加わる予定です。室蘭市内三病
院の再編に関する協議は、コロナ禍のなかで約２年
半以上にわたり休止していますが、当院は、これま
でに既に合意されている「東室蘭に整備する高度
急性期・急性期の拠点病院」の受け皿となるべく、
引き続き、医師確保などで中核的な役割を果たして
いきたいと考えています。今後も当院は、「地域から
求められる質の高い真の急性期病院」をめざして、
着実に診療機能を強化していきます。

～ 麻酔科常勤医の増員（5名体制）など、今春さらに診療体制を強化 ～

コロナ対応と急性期診療を
両立し地域医療を守り抜く

地域の中核病院として
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■外科学会専門医
■消化器病学会、消化器外科学会専門医
■消化器外科学会消化器がん外科治療認定医
■内視鏡学会技術認定医（外科･消化器外科）

外科・消化器外科医長

齋藤 崇宏　医師
さいとう たかひろ

ちょっと気になる病の
話①

　鼠径ヘルニアとは、太ももの付け根（鼠径部）の筋肉の裂け目（穴）から腸やお腹の中の脂肪が飛び
だす病気です。男性においては３人に1人が発症するとされており、日本全国で毎年11万件以上の
手術件数が報告されています。消化器手術の中で最も多い病気です。脱腸と言われたりします。この
病気は良性の病気で、痛みがなければ緊急性はないですが、放置すると膨らみはどんどん大きくなっ
ていきます。

原因から診断まで
　成人鼠径ヘルニアは、鼠径部の筋肉が加齢と共に弱くなることが一因と考えられています。弱く
なった筋肉の裂け目が落とし穴のようになり、そこに腸が飛び出してきます。他にも慢性的な咳、便秘
などお腹の圧が高くなりやすい人はヘルニアになりやすいとされています。
　立つと足の付け根に膨らみができるが、横になったり、手で押したりすると膨らみが消えるなどの症
状があり、痛みや不快感を伴うこともあります。
　鼠径部の腫れが出る他の病気（リンパ節が大きくなるリンパ腫や股の脂肪が大きくなる脂肪腫）の
疑いもあり、当科では術前にCTによる画像の検査や、手術中にカメラでの確認（診査腹腔鏡）などを
併用して診断に力を入れています。

手術をしないと治らない
　治療法は手術のみで、成人の場合は鼠径部の穴にメッシュという
蓋をすることで補強をします。薬の内服や筋肉トレーニングなどでは
治りません。痛みがなければ、緊急性はないですが、手術をしないと
治らないため、長年放置すると次第に大きくなり痛みや違和感、腫れ
が戻りづらくなるといった症状が悪化します。また、鼠径部がいつも
より腫れて、腫れが戻らず、痛みが強くなる場合は嵌頓（かんとん）
状況を疑います。嵌頓とは腸が穴に挟まり、締め付けられている状
態で、12から24時間以上放置すると腸の血流が途絶えてしまい、
腸が腐ってしまう恐れがあります。この場合、緊急手術が必要になり
ます。そのような危険もあるため、痛みがなくても鼠径部の腫れが
ある方は、当科にお気軽に受診ください。

持病がある方も安全に治療を
　当院での鼠径ヘルニアの治療件数は2020年に127件、2021年に123件と全道3番目の手術件
数があります。傷が小さく術後の痛みが少なく、回復の早い腹腔鏡手術を約8割の患者さまに行なっ
ています。片側で1時間程度、両側で2時間程度の手術時間で、入院期間も4日間と短期間での治療
が可能です。高齢になるとヘルニアになりやすいですが、当院は室蘭管内で唯一呼吸器内科と循環
器内科の常勤専門医がいる病院であり、持病をお持ちの方でも安全に治療を受けていただくことが
可能です。

　私は、日本内視鏡外科学会の消化器・一般外科技術認定医・ヘル
ニア領域で2022年1月に認定され、体制を整えましたので、認定医
の移動により休止していた鼠径ヘルニア専門外来を2022年12月
から再開しています。
　内視鏡外科学会技術認定医とは、内視鏡外科手術を安全かつ適
切に施行する技術を有しかつ指導に足る技術が有ると学会より認め
られた資格です。2022年12月現在で北海道内には、9名のみが資
格を持っております。
　鼠径ヘルニアは良性の疾患であるからこそ、より安全で正確な手
術でなくてはならないと考えております。今後は後進の手術指導にも
力を入れ、痛みの少ない手術をすることで、早い社会復帰を目指し
ております。気になる症状がある方は受診ください。

そ　　　けい

外来診療予定　外科・消化器外科 月　　火　　水　　木　　金

午前

午後

【受付時間】　8：30～11：00
【診療時間】　9：30～
【乳腺外来】　（予約制）水曜日午後
【ヘルニア外来】 （予約制）毎週月･木曜日午前
【お問合せ】　病院代表　☎0143-44-4650
　　　　　　　（15：００～16：30）
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消化器手術で最も多い病気

鼠径ヘルニア

男性の方が多い理由
その理由は、鼠径ヘルニアが発症する鼠径
部（太ももの付け根）の中を通る鼠径管の大
きさが男女で違うことがあげられます。男性
は女性よりも鼠径管が太くなっており、鼠径
管を通じて腹膜（内臓をつつむ袋）が押し出
されやすくなっています。

予防法はないの？

明確な予防法はありません。
過剰でない運動（筋肉量の低下予防）と禁煙（咳
が減るため）が良いのとの報告もありますが、全
世界的に標準となる予防法は定まっていません。

専門外来を再開
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0

50,000

100,000

150,000
（件）

（年）2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

鼠径ヘルニア手術件数の推移

男 女



■外科学会専門医
■消化器病学会、消化器外科学会専門医
■消化器外科学会消化器がん外科治療認定医
■内視鏡学会技術認定医（外科･消化器外科）

外科・消化器外科医長

齋藤 崇宏　医師
さいとう たかひろ

ちょっと気になる病の
話①
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■内科学会認定医
■血液学会専門医
■がん治療認定医機構がん治療認定医

血液腫瘍内科長

吉田 正宏　医師
よしだ まさひろ

ちょっと気になる病の
話②

　骨髄異形成症候群は、高齢化が進む現代において増えてきている病気です。名前は「症候群」です
が、実際は血液の「がん」の一種です。加齢などによって血液の細胞の元になる造血幹細胞に異変が
起きて、正常な白血球、赤血球、血小板が減ってしまう病気です。代わりに出来の悪い血液の細胞が
造られるようになりますが、それらは正常な機能を果たさず、寿命が短くすぐに壊れてしまいます。

免疫力の低下で感染症の重症化も
　骨髄異形成症候群は発症してもすぐには症状が現れず、
無症状のうちにかかりつけ医などでの定期検査で血液細
胞の減少を指摘されて診断につながることが少なくありま
せん。進行すると、白血球数が少なくなって感染症に弱くな
り肺炎などを起こす、赤血球が少なくなって動悸や息切れ
などの貧血症状が出現する、血小板が減って出血しやすくなるといった症状が出現してきます。特に
白血球の減少による免疫力の低下は、一般的な感染症でも重症化したり、通常の状態では感染しな
いようなカビ等による肺炎を招いたりと、難しい合併症につながります。また、骨髄異形成症候群の一
部の患者さんは、急性骨髄性白血病という急速に進行する血液のがんに移行することがあります。

治療法は輸血療法が主体
　治療は、不足する血液を補う輸血療法が主体で、
病状が軽い場合にはホルモン剤や免疫を調整す
る薬剤を投与することもありますが、進行すると異
常な細胞を減らすための抗がん剤治療（アザシチ
ジンなど）が必要になります。若年者の場合には骨
髄移植で完治も目指せますが、この病気に最もか
かりやすい高齢者の場合は残念ながら移植はでき
ず完治は難しいため、上記の薬剤や輸血をうまく
使いながら病気と付き合っていく必要があります。
近年は、より負担の軽い抗がん剤や正常な血液を
増やす薬剤の開発が進んでおり、さらに安心して
治療が受けられる時代が来ることが期待されます。
当地域では唯一の血液腫瘍内科ですので、血液
検査で指摘されたなど何か気になる症状がござい
ましたら、お気軽に受診ください。

こつ　 ずい　　い　　けい　 せい　しょう　こう　ぐん

外来診療予定　血液腫瘍内科
月　　火　　水　　木　　金

午前

午後
予約のみ

【受付時間】　8：30～11：00
【診療時間】　9：30～
※第3火曜日午前　担当：出張医
【お問合せ】　病院代表
　　　　　　☎0143ｰ44ｰ4650

赤坂 白𡈽※ 白𡈽̶ 吉田

吉田 白𡈽 白𡈽赤坂 吉田

血液の「がん」

骨髄異形成症候群

普段は無害な菌にも
感染する

白血球が減少

発熱

骨髄異形成症候群の症状

赤血球減少 血小板減少

動悸、息切れ、だるさ ぶつけてもいないのに
あざができる

貧　血 出血傾向

リハビリテーション科
作業療法士

亀川 拓真
かめかわ たくま

　この度11月18日に、リハビリテーション科の心肺運動
負荷試験（CPX検査）装置をMINATO社AE310S に更
新しました。この装置での検査は医師の指示のもと行わ
れ、心疾患をお持ちの方でも心臓に負担をかけず安心し
て運動を続けられる適切な運動量を調べることが可能
です。市内で唯一当院が導入しています。
　検査では、呼吸を分析するためのマスク、心電計、血
圧計を装着してペダルをこいでもらいます。主に心筋梗
塞や心不全などの心疾患患者さんを対象に使用され、患
者さんに合った適切な運動量を計測することが可能です。
心拍数や血圧の変化などの検査結果から運動処方を作
成します。

　心筋梗塞後や心不全などの患者さんには、心臓に負担がかかることを恐れ、安静な生活だけを続
け、運動能力を下げてしまう方がいます。運動能力を下げないためにも、運動療法は重要な治療のひ
とつです。
　適切な運動量で行う心臓リハビリは心臓に負担
をかけすぎることがないため安全性・効率性に優
れています。さらに、体力の向上や症状の軽減、冠
狭窄病変の進行抑制、生命予後の改善など様々な
効果が報告されています。心筋梗塞後にカテーテ
ル治療を行い、その後に心臓リハビリを行った人
と行っていない人を比べると、再発率や再入院率、
死亡率などに差が出ることがこれまでの研究で分
かっています。
　また、日本循環器学会と日本心臓リハビリテー
ション学会が合同で作成した『心血管疾患におけ
るリハビリテーションに関するガイドライン』でも
推奨されています。

治療後も長く健康でいるために

心肺運動負荷試験装置を更新

TOPICS
①

心臓リハビリテーションをより安全・効率的に

CPX検査の様子（検査時間は30分ほど）

　心臓リハビリは心臓病の発症後も以前と同等の
生活の質を維持し心臓病が再発しないよう検査
結果と患者さんの具体的な日常生活や就業、趣味
での動作を挙げていただき、一人ひとりに合わせ
た注意点や動作の工夫について指導をしています。
　例えば、掃除機をかける動作が心臓に負担を与え
る可能性がある場合は、掃除をする部屋ごとに一休
みしたり、もっと軽い掃除機を使用したり、家族に協
力してもらうことなどの具体的な提案をしています。
　このようにCPX検査の結果を活用しながら、心
臓の病気になっても患者さんが安心して生活が送
れるように私たちはサポートしています。

一人ひとりに合わせた日常生活での工夫を提案

◎その他にも！
・冠血管の発達を促進
・血管の伸び縮みを促進
・喫煙率の低下
・減量など

心臓リハビリ（運動療法）での効果

◎体力の増加
　約20％増加
◎再発率が低下
　心筋梗塞再発率
　47％低下
◎死亡率が低下
　総死亡率 26％低下
　心死亡率 36％低下

出典：心血管疾患におけるリハビリテーションに関する
ガイドライン（2007年度、2012年改訂版）
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け、運動能力を下げてしまう方がいます。運動能力を下げないためにも、運動療法は重要な治療のひ
とつです。
　適切な運動量で行う心臓リハビリは心臓に負担
をかけすぎることがないため安全性・効率性に優
れています。さらに、体力の向上や症状の軽減、冠
狭窄病変の進行抑制、生命予後の改善など様々な
効果が報告されています。心筋梗塞後にカテーテ
ル治療を行い、その後に心臓リハビリを行った人
と行っていない人を比べると、再発率や再入院率、
死亡率などに差が出ることがこれまでの研究で分
かっています。
　また、日本循環器学会と日本心臓リハビリテー
ション学会が合同で作成した『心血管疾患におけ
るリハビリテーションに関するガイドライン』でも
推奨されています。

治療後も長く健康でいるために

心肺運動負荷試験装置を更新

TOPICS
①

心臓リハビリテーションをより安全・効率的に

CPX検査の様子（検査時間は30分ほど）

　心臓リハビリは心臓病の発症後も以前と同等の
生活の質を維持し心臓病が再発しないよう検査
結果と患者さんの具体的な日常生活や就業、趣味
での動作を挙げていただき、一人ひとりに合わせ
た注意点や動作の工夫について指導をしています。
　例えば、掃除機をかける動作が心臓に負担を与え
る可能性がある場合は、掃除をする部屋ごとに一休
みしたり、もっと軽い掃除機を使用したり、家族に協
力してもらうことなどの具体的な提案をしています。
　このようにCPX検査の結果を活用しながら、心
臓の病気になっても患者さんが安心して生活が送
れるように私たちはサポートしています。

一人ひとりに合わせた日常生活での工夫を提案

◎その他にも！
・冠血管の発達を促進
・血管の伸び縮みを促進
・喫煙率の低下
・減量など

心臓リハビリ（運動療法）での効果

◎体力の増加
　約20％増加
◎再発率が低下
　心筋梗塞再発率
　47％低下
◎死亡率が低下
　総死亡率 26％低下
　心死亡率 36％低下

出典：心血管疾患におけるリハビリテーションに関する
ガイドライン（2007年度、2012年改訂版）



N E W S

〈 室蘭の日の出〉提供：清水目様

① 消化器手術で最も多い病気
　 「鼠径ヘルニア」
　　外科・消化器外科　　齋藤　崇宏

はぁとNEWS
リフィル処方せん開始

※当院では、これに追加してリフィル不可薬剤として、抗がん剤（ホルモン剤含む）、インスリン
製剤､抗菌薬（クラリスロマイシン除く）、抗ウイルス薬、抗真菌薬、抗原虫、風邪薬、自費薬、
コロナ薬、治験薬、研究用薬、院内製剤、消毒薬、免疫抑制剤などを設定しています。

　せいてつギャラリー（がんセンター渡り廊
下）では、2022年10月12日～11月30日に、
木梨憲武財団さんご協力のもと木梨憲武さん
の絵画8点を展示しておりました。北海道での
展示は初めてで、感染対策上ホームページなど
でのお知らせはしませんでしたが、多くの方々
にご好評をいただきました。

ちょっと気になる病の話

② 血液のがん
　 「骨髄異形成症候群」
　　　　血液腫瘍内科　　吉田　正宏

Topics
心肺運動負荷試験装置を更新

新年のご挨拶
　　　　　　　病院長　　前田　征洋

木梨　憲武 さん
とんねるずとして活躍する
一方、アトリエを持ち画家
としても活動している。

一定期間に最大３回まで繰り返し利用できる
リフィル処方せん開始

2022年12月6日より「リフィル処方箋」という新しい制度の運用を開始しました。

回数は医師が判断し決定します

症状が安定している患者さんのみ対 象

処方できる薬剤

使 用 期 限
受 取 期 間

1回目は発行日を含めて４日間
2回目以降は前回調剤を受けた日から
処方日数を経過する前後7日以内

投与量に限度が定められている医薬品
（新薬､麻薬､向精神薬等）
及び湿布薬など以外

せいてつギャラリー
「木梨憲武展」ご好評のうち終了しました

✓
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理念 思いやりの心を大切にし、
安全で信頼される医療の提供を目指す 基本方針

1. 自己研鑽に努め、良質な医療とサービスを提供します
2. より安全性の高い、働き甲斐のある職場環境を目指します
3. 地域医療連携のもと、健全な経営体質を築きます


