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このたび、感染症救急外来「感染症ER」を開設しました。
（P.4 Topics：感染症ERを開設しました）
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呼吸器外科 診療部長 

柳田 正志

特 集
― シリーズ「がん」 ―

キズの小さな
肺がん手術

肺がんに対する内視鏡手術（胸腔鏡手術）

 　肺がんに対する手術治療の歴史は胃がんの手術に

遅れること約50年、1933年にアメリカで左肺全摘術

が行われたのが始まりです。その後、気胸の手術でモ

ニター視による胸腔鏡手術が本格的に用いられるよう

になり、1992年には肺がんの手術にも胸腔鏡が導入さ

れるようになってきました。このことで30cm前後の

切開（場合によっては肋骨の切除も！）を要していた

手術が、4cmの小開胸創と1.5cmのポート孔2カ所でで

きるようになりました。導入当初は早期肺がんにのみ

適応としていましたが、現在ではほぼ全ての肺がんの

手術が胸腔鏡で行われるようになってきています。

（2020年は当院の全肺がん手術症例の98％が胸腔鏡手

術で行われています）

 　胸部疾患の診断から治療までのほとんどが、胸腔

鏡手術で行うことが可能です。このような方法が可能

になったのは、自動縫合器を初めとする器械類が発達

したことによります。胸腔内に手を入れる必要がなく

なったため傷も小さく、術後の回復も早くなっていま

す（一般的な肺がん手術での入院期間は7～10日間程

度となっています）。80歳以上の高齢者でも同様です。

　今や肺がんは集学的治療を行うことで不治の病では

なく、根治を目指せる疾患となっています。

　そのためには早期発見・早期治療が重要です。肺が

んは罹患しても症状が出にくく、市民検診や健康診断

での肺がん検診はあるものの、胸部レントゲン検査だけでは小さい病変は見逃されることがあります。禁煙するこ

とが唯一の予防方法ではありますが、最近では非喫煙者の肺がんが増えてきているので人間ドック等で胸部CT検査

を行うことが有用と考えられます。CT検査では、胸部レントゲン検査では見つからなかった極めて早期の肺がんも

容易に検出することが可能です。小さく見つけて胸腔鏡手術で小さく切除することが肺機能の温存にもつながりま

す。当院では3人の呼吸器外科医が常在しています。検査で異常を指摘された際には、当科外来を受診してください。

患者様にとって適確な診断とともに最適な治療方針を提案させていただきます。
（文責：呼吸器外科 診療部長  柳田 正志）

呼吸器外科　診療日：水・金曜日AM8:45～ 診療予約は077-522-4607まで

手術風景：術野を見ないモニター視での手術

手術創の比較：開胸手術（左）、胸腔鏡下手術（右）
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心臓血管外科 診療部長

藤原 克次

ハイ！こちら
心臓血管外科です！
心臓血管外科のご紹介

下肢静脈瘤とその治療について
　心臓血管外科を受診される患者さんの中でも、最も多い病気の一つが下肢静脈瘤です。 　下肢静脈瘤は体から心
臓に血液を返す “静脈” の病気です。ふくらはぎの筋肉は第2の心臓と言われるように、収縮してポンプのように
血液を脚から心臓に送ります。しかし、脚からの血液は重力に逆らって運ばなければならず、下肢の方に逆流し
ないように、逆流防止弁がいくつも備わっています。この弁が壊れて逆流するために、脚の静脈に血液がたまり、
静脈が “こぶ” のようにふくれるのが下肢静脈瘤です。

血管が目立つ以外に、下肢のだ
るさやむくみ、こむら返りなどが
起こります。また、皮膚炎をおこ
し、熱を持ったり湿疹や色素沈
着を起こす場合もあります。最も
重症化すると、皮膚潰瘍ができ
ることもあります。

下肢静脈瘤の主な症状

最も基本的な治療としては、“圧迫療法”
を行います。下肢を弾性ストッキングや
弾性包帯で圧迫することで、下肢への
血液の逆流を防ぎ、症状を緩和します。
また、硬化剤を静脈瘤内に注射して静
脈瘤を塞ぐ “硬化療法” があります。手
術としては、逆流を起こしている血管を
体から抜去する“ストリッピング手術”と、
逆流している静脈を糸で縛って切断して
しまう “高位結紮術” があります。また、
近年保険適応となった最新の治療とし
て“血管内焼灼術”があり、これにはレー
ザーを使用する場合と高周波を使用す
る場合がありますが、当院ではレーザー
治療を採用しています。さらには、ごく
最近保険適応となった “血管内接着剤
治療” があげられます。これらを患者さ
んの症状や進行状況に応じて様々な治
療法を組み合わせて行います。

下肢静脈瘤の治療

下肢静脈瘤は、気付かないところ
でゆっくりと進行していきます。
この進行を予防するためには、
適度な運動を心がけてください。
運動することで、下肢の血流がよ
くなり、筋力も付くために静脈瘤
の進行を予防することができま
す。長時間の立ち仕事やデスク
ワークで座りっぱなしの方は、途
中で脚を上げたり、軽い運動を
しましょう。また、就寝時はクッ
ションを足元に置くなどして、足
元を心臓より少し高くすると症状
改善や予防になります。

日常の注意点

軽いものからクモの巣状静脈瘤・
網目状静脈瘤・側枝型静脈瘤・
伏在型静脈瘤に分類されます。伏
在型静脈瘤は徐々に悪化して、症
状の原因となりますので、多くの
場合手術が必要になります。それ
以外は軽症に分類され、それだけ
では手術の必要はありません。

下肢静脈瘤の種類

（文責：心臓血管外科 診療部長  藤原 克次）

クモの巣状静脈瘤 網目状静脈瘤 血管内焼灼術

側枝型静脈瘤 伏在型静脈瘤
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「医療の質・安全管理室」って
　　　　　　どんなことをしているの？

～そこが知りたい～

患者さんと職員の安全のために頑張っています!
当院は質の高い医療、清潔で安全な医療を提供することを使命として職員一同頑張っています。
医療の質・安全管理室の業務はその病院全体の下支えをすることにあり、組織横断的に関わっています。
医療安全管理者である医師を中心に専従医療安全管理者や多職種各部門により構成されています。

医療の質・安全管理室の構成員

インシデントやアクシデントを未然に防止できるように、また発生した事象に対しては調査や分析を行い、再発防止策
を検討協議しています。報告書をチェックし情報収集を行い、所属長やリスクマネージャーに指導を行います。また
委員会や部会との調整や巡視、職員への安全意識の向上に向けた啓発、教育・研修など幅広く業務を行っています。

医師 4名（うち医療安全管理者1名＝室長）

看護師 4名（うち専従医療安全管理者2名、皮膚・排泄ケア認定看護師1名）

事務局 2名

薬剤師・臨床工学技士・臨床検査技師・理学療法士・管理栄養士・放射線技師・医事課事務員・事務員
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感染症ER = 感染症専用救急外来
Topics

　当院は、県内唯一の第一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患者を受け入れてきま
したが、県内の新型コロナウィルス感染拡大に伴い、診療体制の制限や救急外来の受け入れを制限せざるを
得ない状況になりました。そのため、院内にプロジェクト会議を立ち上げ、感染症専用救急外来設置の検討を
重ねてまいりました。2020年9月下旬には工事に着手し、このたび「感染症ER」を開設いたしました。

●特徴

●概要

外部廊下
患者と医療従事者 
の動線を完全に 
分離

陰圧
病原体が室内に 
滞留しないように 
ベッド頭に排気口

床面の色分け
床面の色で汚染エ
リアと非汚染エリ
アを区別

手洗いシンク
シンクを深くし、汚
染された水の飛散
を防止

患者用トイレ
床面を全て拭ける 
ように壁掛け式の 
便座を採用

受 付
受付をガラス張り
にし、窓口用イン
ターホンを設置

コンセント位置
コード類が床面に 垂
れ下がらないように
通常より上部に設置

X線CT撮影装置
感染症ER専用の 
Ｘ線ＣT装置

構　　造 ： 木造（平屋建）
建築面積 ： 198.40㎡
設　　備 ： 診察室2室、処置室2床
 リカバリー室2床
 CT（64列）1台
 患者用多目的トイレ2室　他　

□ 発熱などの症状がある場合の相談・受診について 
発熱などの症状がある場合、受診する前にまずは電話で連絡 してください。

【連絡先】市立大津市民病院  ☎077-522-4607㈹

感染症ERを
　　開設しました
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Pick Up 『病院理念』を改正しました。

安心・安全な手術は術前の準備から　チーム
医療

周術期管理チーム

　安心・安全に手術をうけていただくためには、専

門知識を持った各分野のスタッフが患者様の情報を

共有することが重要です。当院では『それぞれの専

門職が一つのチームとして手術を受ける患者様をサ

ポートする』周術期管理チームが活動して

おり、周術期管理チーム認定を取得し

た看護師3名、薬剤師1名、臨床工

学技士1名が、外科医や麻酔科

医をはじめとした様々な職種

（図1）と連携しています。手

術が決まったら、手術前の状

態を評価する『周術期外来』

を受診していただきます。薬剤

師による持参薬の確認、手術室看護師による問診お

よび診察を行い、それらの情報をもとに、麻酔科医

が診察を行います。また、手術のリスクを減らし、

術後の早期回復につなげるために、患者様自

身に心がけていただきたいこと（図2）

があります。必要に応じて内科受診、

禁煙指導、栄養指導など、さらに

多くの専門領域と連携し、より良

い状態で手術に臨めるよう支援し

ます。周術期外来受診時には手術

に関する不安やちょっとした疑問に

ついてもご相談いただけます。当院で

手術をして良かったと思っていただけるよ

うに、全力でサポートをさせていただきます。

市立大津市民病院　

院長  若林 直樹

　2020年8月1日より、病院理念を改正しました。

　新しい病院理念には、これからも、文字通り “市民”

病院として、地域とともに、地域の皆さまとともに歩み

たいという思いを込めております。 

　皆さまにおかれましては、“市民” 病院が、しっかりと

理念をやり遂げているか見守っていただき、

叱咤激励の声をいただければと存じます。

今後とも何卒宜しくお願い致します。 本館2階ブロック受付に掲示した病院理念

（図１）

（図２）

私たちが
サポート
します
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かかりつけ医  ご紹介コーナー

院長  北村 修一 先生 院長とスタッフの皆さん

    きた        むら       せい       けい         げ            か

北村整形外科
大津市馬場1-12-12　TEL.077-526-0101
診療科：整形外科・外科・リハビリテーション科
土曜は午前のみの診察です。
日曜、祝日、木曜日、土曜日午後は休診です。

の白衣 おっさん

4コマまんが！

白衣のおっさん
野洲のおっさんが白衣をはおると、きりり
と「白衣のおっさん」に早変わり。

看護師の恋ツブリ
気立てがよくて、働き者。患者さんの人気
ナンバーワン看護師です。

患者さんのvivaビワばあさん
医師や看護師さんにするどいツッコミを
いれる院内のご意見番。

診療時間

  9：00～12：30

16：00～19：00

月

○

○

火

○

○

水

○

○

木

―

―

金

○

○

土

○

―

日

―

―

《 読者の皆様へ 》
　1980年4月に開業して早くも40余
年になります。整形外科だけを専
門にした単科の医院は、当時では、
まだ稀な存在でしたがお陰様で地
域に根を降ろすことが出来ました。
今後もこれまで長年培ってきた皆
様との絆に感謝して整形外科疾患
やリハビリの診療に頑張りたいと
思います。



市立大津市民病院
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1. バランスのとれた食事を
 とりましょう！

2. 旬の食材を使った食事を
 とりましょう！

タケノコ 春キャベツ 菜の花

アスパラガス タマネギ

季節の変わり目に
気をつけましょう！
季節の変わり目に
気をつけましょう！

1日に必要なエネルギーや栄養素を上手にとるため、
朝・昼・タの食事毎に、主食と主菜と副菜を組み合わ
せることが勧められています。

旬の食材は、旬ではない時期に比べて栄養素が高く
なることをご存じですか？ それだけではなく、香り
やうまみが豊富で美昧しく感じられ、価格も安いた
め、積極的に日々の食事に取り入れてみてください。主食： ご飯やパン、麺類など炭水化物を多く含む食品

主菜： 肉や魚、卵、大豆製品などたんぱく貿を多く含む食品
副菜： 野菜、きのこ類、海藻類などビタミンやミネラル、
 食物繊維を多く含む食品

＜材料（2人分）＞

〈作り方〉

1.  春キャベツときゅうり、
 ハムは食ベやすい大きさに切る。…①
2.  ゆで卵は黄身と白身に分けそれぞれ裏ごす。…②
3.  Aをボウルに入れて混ぜ、①を入れて混ぜ合わせる。…③
4. ③を器に盛り、②をかけて完成

春キャベツ …… 80g（2枚）
きゅうり ……… 1/2本
ハム …………… 2枚
ゆで卵 ………… 1個

砂糖 ………… 小さじ1
酢 …………… 小さじ1
こしょう ……… 少々
マヨネーズ …… 大さじ1

A

栄養部
より




