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患者の皆様の権利を尊重します
本院では“生命の尊重と人間愛”を基本理念に、患者の皆さんと
協同して最良の医療を提供できるよう以下の権利を尊重します。
1．平等で最善の医療を受ける権利
2．個人の尊厳が守られる権利
3．説明にもとづき医療行為を選択する権利
4．診療情報を得る権利
5．プライバシーが守られる権利

Hospitality こころのこもった接遇

Excellent 良質な医療で健全経営

Amenity 快適な療養環境

Relationship 人材を育成しよりよい人間関係

Trust  地域との信頼関係の構築

【題字について】

No.55

新年あけましておめでとうございます。皆様方に
おかれましては、健やかに新年を迎えられたことと
お慶び申し上げます。
昨年は新型コロナウィルス感染症により、病院を
取り巻く状況が一変し、医療界は大打撃を受けた年
でした。今年も未だ収束が見えない状況ではありま
すが、ワクチン等の治療薬の開発により、何とか年
内には収束してもらいたいと念じているところでご
ざいます。
本院は医療圏唯一の感染症指定医療機関として、

積極的に新型コロナウィルス感染症に取り組んでま
いりました。感染者の中から死亡症例を出さなかっ
たこと、そして院内感染を発生させなかったことは、
病院職員一丸となって新型コロナウィルスと戦い、

感染防止対策に取り組んできた結果と考えていま
す。地域医療機関の皆様のご協力を頂きながら、こ
れからも感染症対策に秀でた病院、地域から頼られ
る病院を目指し努力していく所存です。
今年はポストコロナを見据え、政策的医療の堅持

以外にも従来からの本院の目標である、急性期病院
としての機能特化、地域連携の推進に、より一層邁
進していきたいと考えています。急性期医療を行う
上では皆様方からご紹介いただくことが最も重要で
あると考えております。職員一同、新型コロナウィ
ルスに負けない安心安全な病院造りに努力してまい
りますので、本年もご指導ご鞭撻をお願いいたしま
すとともに、これまで以上の病々連携、病診連携を
お願い申し上げます。

謹賀新年2021

院長

薮下 和久
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副院長

伊藤 博行

理事（経営戦略担当）・副院長

山川 義寛

新年のご挨拶

本院は、平成17年12月に「マンモグラフィ検診施
設」認定を取得し、精度の高いマンモグラフィ撮

影を維持するため、日頃より装置の精度管理、撮影技術、
画質の向上などに努めています。そこで力を発揮する
のが、高度な知識と技能を有する「検診マンモグラフィ
撮影認定診療放射線技師」です。
「検診マンモグラフィ撮影認定診療放射線技師」とは、
日本乳がん検診精度管理中央機構が診療放射線技師に
与える認定資格で、本院では3名の女性技師が資格を
取得しており、マンモグラフィの検査を担当しています。
乳がんは、早期に発見して適切な治療を受ければ、

ほぼ完治すると言われていますので、40歳を越えたら
2年に一度はマンモグラフィによる乳がん検診をお勧
めします。 山口紗季さん 中條悦子さん 柴田佳苗さん

看護部長

米山 美智代

新型コロナウイルス感染拡大により、
市民の皆さまも大変な思いをされて

いる中、私たち医療従事者への励ましやお
心遣いをたくさん頂戴しました。この場を
借りて厚くお礼申し上げます。現在、感染
予防のため面会できる方を制限させて頂い
ています。ご病気で不安な思いをなさって

いるご本人やご家族の皆さまには、ご不便
をおかけしていますが、どうぞご理解とご
協力をお願いいたします。大変な状況だか
らこそ、より一層「誠実・安全・温もり」の
看護をお一人おひとりの患者さんに提供し
たいと思っています。本年もどうぞよろし
くお願いいたします。

検診マンモグラフィ
撮影認定

診療放射線技師

新型コロナウイルス感染症の世界的な
蔓延により、多くの医療機関の皆さ

まには有熱者の診療にご苦労が多いことと
思います。本院は高岡医療圏の第二種感染
症指定医療機関として新型コロナウイルス
感染症の診療を担っております。発熱外来
を充実させるため救急外来に陰圧機能付き
の診察室を、駐車場に発熱外来診療室を設
置しました。感染患者の受入れ病棟を確保

した上、職員に対する感染予防の教育、訓
練なども継続して行っています。
今のところコロナ終息の目途はついてお
りませんが、これからも感染予防を徹底し、
地域の医療機関の皆さまと連携を取りなが
ら安全・安心の医療を提供できるよう努め
てまいりますので、本年もよろしくお願い
申し上げます。

本院は、地域医療支援病院として地域に
根差し地域住民に信頼される病院を目

指し、急性期病院としての機能特化、自治体
病院としての政策的医療の堅持、地域連携の
推進に取り組んでいます。また現在は、
COVID-19への医療や救急医療などの医療崩
壊をきたさないように病院が一丸となって懸
命に対応しているところです。
高岡医療圏の医療需要は2025年をピー

専門資格の紹介

クに減少に転じると見込まれます。本院は
これからも病床機能の適正化や地域連携の
強化、医師や医療従事者の働き方改革等、
質の高い効率的な医療提供体制の構築に努
めてまいります。
本年も地域から信頼される病院を目指し

て安全・安心の医療を提供できるよう努力
してまいりますので、今後ともご指導・ご
協力のほどよろしくお願い申し上げます。
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これまで“加齢による変化の一つ”として片づけられていた腰椎脊柱管狭窄症。高齢社会に突入した今、生活の
質を保つには「仕方ない」では済まされません。そこで本院では、腰痛・下肢のしびれを取り除く手術として側
方侵入腰椎前方固定術（XLIF）を取り入れています。その内容や効果などについて、整形外科の中野正人主任部
長に解説してもらいました。

腰痛・下肢のしびれを
取り除く手術について

特 集

MRI検査でみる狭窄部分

椎間板内に人工骨と自家骨を挿入移殖します

手術中の様子

術　前 XLIF後 低侵襲後方手術後

手術による姿勢の改善　立位（座位）
全脊椎レントゲン画像（正面および側面像）

中高年の腰痛、下肢
のしびれは、腰椎椎間
板ヘルニアや骨粗しょ
う症性圧迫骨折など
の場合もありますが、
まず腰痛変形による
腰部脊柱管狭窄症を
疑います。

いわゆる腰曲がり（脊柱後側弯症）による姿勢異常、そ
れによる逆流性食道炎などの消化器症状や呼吸器症状
に対する手術的な治療は侵襲が大きく、多くの持病を有
する高齢者では行うことが困難でした。
XLIFなどの低侵襲側方侵入椎体間固定術を応用するこ
とで出血量低減などにより施行が可能となります。

初めに第1腰椎から第5腰椎までのXLIFを行い、10日
後に2期的に小切開（経皮的）での低侵襲後方矯正固定
術を行いました。1回目の手術時間3時間30分、出血
量120㎖、2回目の手術時間3時間45分、出血量100
㎖で終了し、周術期の合併症なく、目標の良好な姿勢を
獲得し、独歩が可能となりました。
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“加齢が原因だから”と
あきらめるのは、
まだ早い! 整形外科

中
なか

野
の

 正
まさ

人
と

主任部長

Q 腰椎脊柱管狭窄症とはどんな病気ですか?

A加齢による骨や靭帯の変形により、背骨の神経
の通り道である脊柱管が狭くなってしまうこと

で発症します。神経や血管が圧迫され、血流が悪くなり、
腰や下肢に痛みやしびれが出ます。痛みやしびれが強
く、下肢麻痺や排尿・排便障害が出てきた場合は手術
が必要となります。

Q どんな手術が必要なのですか?

A大きく分けると、神経の圧迫を取り除く「除圧
術」と、腰椎の変形や不安定性を伴う場合に行

う「脊椎固定術」の2通りあります。後者の場合、本院
では2013年に導入認可された新しい術法である「側方
侵入腰椎前方固定術」を取り入れ、翌14年から北信越
地域でいち早く行ってきました。
この手術の特長は、神経を直接触らずに圧迫から解
放することができることです。脊柱管内の神経に対し
て安全性が高く、従来の手術に比べて出血が少ないた
め、身体への負担が少なく術後の回復も早い、低侵襲
な手術法といえます。

Q 具体的にどんな手術を行うのですか?

A術前に造影検査と神経ブロックの検査を行い、
適合が確認されてからの手術となります。一か

所の腰椎固定では、腰部に約3センチの切開を二か所
と側腹部に約4センチの切開を行い、側腹部から椎間
板に人工骨と自家骨を挿入移植。筋肉を大きく切断す
ることなく、レントゲン透視撮影下で固定術を展開し
ます。その後、筋膜や皮下を抗菌剤を含んだ吸収性の
糸で縫合し、切開した創部はテープを貼るだけで終了
となります。

Q 術後の回復はどうなりますか?

A原則、手術翌日より座ることができるようにな
り、2日目から起立・歩行を開始します。術後

しばらくは硬いコルセットを装着します。入院期間は
病態によって異なりますが、2週間程度で済みます。

Q この手術に適応するケースは?

A変形側弯症など、背骨が不安定の方。他の医療
機関で除圧術を受けたものの再発してしまった

方。腰椎多数回手術を受けた方などに有効です。

Q 逆に、この手術が適応されないケースは?

A狭窄が高度な症例や、骨化した靭帯がある場合
は適応が難しいと思われます。その場合は、後

方から除圧術を追加するか、従来の固定術に切り替え
ます。また、一番下の椎間板には解剖学的にアプロー
チができません。下から二番目の椎間板でも困難な場
合があります。腎臓疾患など、過去に内蔵に大きな手
術をしている場合も難しいことがあります。詳しくは
ご相談ください。

Q 患者さんにメッセージをお願いします。

A腰椎脊柱管狭窄
症の痛みで悩ん

でいる方は多いと思いま
す。自立した生活を送る
ことのできる「健康寿命」
を延ばすためにも、加齢
だからとあきらめず、是
非一度ご相談ください。 XLIF中の様子
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この外来は、ストーマ（人工肛門・人工膀胱）を装
着することになった患者さんに対し、退院後に安心
して生活できるようサポートしていくことを目的に
開設しています。装具の装着や交換方法、ストーマ
周囲のスキントラブルなど、日常生活のなかで発生
するさまざまな問題について、助言を行っています。
近年はお年寄りの患者さんの増加に伴い、独居で

自己管理するケースや老老介護する場面が増えてい
るため、この外来の必要性を感じているところです。
「旅行で温泉に入りたいがどうすればよいか」「装具
が合わなくなってきたがどう対処すべきか」など、患
者さんからの相談事はさまざまです。それらの具体
的な悩みに対し、患者さん一人ひとりの症状に合わ
せ、生活の質を担保できるようなアドバイスを心が
けています。

PART1 業務内容編

専門外来を紹介
します。

ストーマ外来

皮膚・排泄ケア
認定看護師

畠
はたけやま

山 麻
あさ

美
み

看護専門外来
◎月曜日　10時00分～14時30分
※看護専門外来の受診には、まず一般外来の受診が必要です。受診
のご要望は主治医にご相談ください。

※看護専門外来に関するご質問やご相談は、各外来窓口にお尋ねく
ださい。

患者さんと接する際に気をつけている点は、ストー
マを装着していることへの精神的ショックを和らげ
ることです。生活スタイルが大きく変わってしまう
中で、無理だと諦めていたことが、実はできると気
づいていただけるよう、一緒に考えています。

患者さんの人生に寄り添うことを目指して

消化器内科はがん疾患が多い領域です。そこで
本院では、早期発見とその治療に重点を置き、

早期がんや悪性化する危険がある良性腫瘍に対し
て、積極的に内視鏡的腫瘍切除術を行っているとこ
ろです。
近年罹患率が増えている大腸がんでは、集団検診

による便潜血検査が行われています。健康診断で便
潜血が見つかった場合は大腸内視鏡検査による精密
検査を受けていただくことになります。実際にがん
が発見される確率は2～3％ですが、約1／3の方に
ポリープが認められ検査時に同時に切除を行うこと
で大腸がんの予防ができる有用な検査です。
一方で健診の受診率はまだまだ低いのが現状で

す。また便潜血が見つかったとしてもこのコロナ渦
の状況や、恥ずかしいという理由から受診を控える
ケースもあるようです。本院は十分なコロナ感染対

消化器内科

大
お お ざ わ

澤 幸
こ う じ

治
主任部長

策を施していますし内視鏡施行医には女性の医師も
常勤していますので積極的に受診いただき不安な点
は遠慮なくお問い合わせいただきたいと思います。
がん疾患とかかわりが深い診療科だからこそ、外
科をはじめとした他診療科との連携も大切にし、手
術が必要な場合、外科医との橋渡し役も担当してい
ます。そういったこともあり、患者さんの声に耳を
傾け、患者さんの人生に寄り添っていくことを心が
けています。
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『れんけいネット』への参加を
～高岡医療圏地域医療連携ネットワーク～

機能❶　カルテ参照
かかりつけ医のパソコンから、病院のカルテを参照

することができます。一部参照できない診療科もあり
ますが、各診療科における指導内容・手術情報・リハ
ビリ情報・検査結果・処方内容などを参照することが
可能になります。カルテは即座に更新されるため、検
査を依頼された場合など、返書が届く前に結果を参照
することも可能です。

機能❷　公的病院への診察・検査予約
れんけいネットを利用した診察・検査予約の専用枠

を確保しています。予約は365日24時間可能です。（一
部れんけいネットでは予約できない診療科がありま
す。）

機能❸　メール送受信
データは暗号化されているため、個人情報の含まれ
たファイルを送受信することができます。メールは、
かかりつけ医と公的病院のみならず、れんけいネット
に登録している参加施設間で利用することができます。
電子認証を行った診療情報提供書を送信すれば、原本
を郵送する必要がなくなります。

れんけいネットは、高岡医療圏における公的3病院（高岡市民病院、厚生連高岡病院、済生会高岡病院）と
かかりつけ医等の間で医療情報を共有することにより、正確な医療情報に基づいた安全・安心な医療の提
供を目指すとともに、かかりつけ医体制のさらなる普及定着をすすめるために構築されたネットワークシ
ステムです。通信はVPN接続により暗号化されるため、安心して個人情報を共有することができます。

利用にあたって
① 医療機関の登録
初めて利用するときは医療機関の参加登録が必要で

す。「参加申込書」を高岡市医師会にご提出いただき、
Windows8以上とセキュリティ対策ソフトがインス
トールされ、インターネットに接続可能なPCをご準備
ください。10日ほどで担当者が、VPN接続の設定に伺
います。設定は約30分で終わります。設定後は、診察・
検査予約、メール送受信が行えるようになります。

②カルテを参照するには
通院患者さんのカルテを参照するには、①過去に参

照病院へ紹介したことがある、又は参照病院から紹介
を受けたことのある患者さんであること　②患者さん
から「カルテ参照同意書」にて承諾を得ていること　の
どちらも満たす必要があります。
今回ご紹介したように、れんけいネットには外来診
療に活用できる便利な機能があります。日々の診療に
お役立ていただければと思いますので、かかりつけ医
の皆さま方のご参加をお待ちしております。

※ 詳しくは高岡市医師会ホームページ内、「医療・介護関係の皆様へ」の「れん
けいネット」の項をご覧ください。

れんけいネットの3つの機能

機 能

❶
かかりつけ医から公的
3病院のカルテ参照

機 能

❷
かかりつけ医から公的
3病院への診察・検査予約

機 能

❸
個人情報の含まれた
メールの送受信

かかりつけ医 等

高岡市民病院

済生会高岡病院

厚生連高岡病院
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