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美幌町立国民健康保険病院の経営の現状ついて美幌町立国民健康保険病院の経営の現状ついて美幌町立国民健康保険病院の経営の現状ついて美幌町立国民健康保険病院の経営の現状ついて    

                                                                                                    事務長事務長事務長事務長    大村英則大村英則大村英則大村英則    

美幌町立国民健康保険病院の経過 

 当病院は、昭和27年町立国保病院として開設し昭和41年に改

築しながら、地域住民の健康管理及び医療サービスを提供してき

ましたが築後30年を経過したことから施設の老朽化、狭隘化により

医療の近代化、高度化に即した医療機能を維持することが困難に

なったことから、平成12年に新病院を建設し、医師8名、6診療科（内科・外科・小児科・産婦

人科・整形外科・眼科）で改築スタートいたしました。 

新病院スタート後の経営の現状 

平成12年度の経営状況としては収支不足を補う不採算繰入額（赤字繰入額）が1億3，

622万円となり、平成13年度から経営収支の見直しを図るため、病院経営改善項目（12項

目）を定め請求漏れ対策や薬価差益の確保、支出の抑制を図るための取組や人件費の抑

制などの経費節減対策を図った結果、患者数の増加などもあり、平成12年度1億3,622万円

であった不採算繰入額が平成15年度～19年度まで0円となりました。 

一方、平成18年度には特別交付税措置の不採算地区病院の該当となり6，732万円の交

付税措置が受けられることとなったことから、町の一般財源の負担額が少なくなったことで

病院の経営状況の向上が図られることとなりました。 

病院経営改善の取り組み（経営改善目標） 

国保病院では平成13年度より抜本的な経営改善のため12項目の目標を定め取り組みを

行ってまいりました。 

平成13年当時は病院の玄関入り口の「患者さまの声」の投書箱に数多くの苦情が寄せら

れておりましたが、現在では苦情の投書が激減いたしました。 

職員会議では苦情が減っても、町民のみなさまの病院に対する風評を含め「患者さまの

声なき声を聞く」ことが必要であると徹底を図っておりますが、町民のみなさまがお気づきの

点がございましたらお申し出いただきたいと存じます。 

ここで12項目の取組内容を紹介いたしますが、いずれにしても病院が存続できるか否か

は「良質な医療提供を基本」として職員の一人一人の「意識改革」を更に強化したいと考え

ております。 

１ 経営意識の醸成対策 

２ 地域診療体制の強化対策 

３ 保健・医療・介護・福祉ネットワークの推進 

４ 業務の効率化と省力化対策 

５ 人事管理の適正化と人件費抑制対策 

６ 看護体制の見直しによる看護サービスの向上 

７ 診療報酬請求事務の精度管理と診療報酬漏れ対策 

８ 診療報酬増加対策 

９ 診療材料費及び業務委託など経費抑制対策 

１０ 地域に「親しまれ・開かれた病院」への取組  
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１１ 患者さまへ配慮した施設・業務改善対策 

１２ 制度改善に対する取組 

 以上の12項目に対して改善できることを一つ一つ行っておりますが、今後も継続的に

実施いたします。 

医師退職に伴う経営環境の悪化 

国保病院の医師の退職の経過では、平成14年度に整形外科の常勤医師が地元での開

業のため退職し、平成16年度には全国的な産婦人科医師の不足から、道内の3医育大学

による産婦人科の分娩病院のセンター化を図るため、旭川医科大学から派遣されていた

産婦人科医師が引き揚げとなり産婦人科の休診、平成17年度から北海道大学から派遣の

小児科医師が1年間非常勤化となり、更に平成20年10月からは旭川医科大学から派遣の

眼科医師の退職による、週2.5日間の診療による出張対応となりました。 

このため、全体で患者数の減少とともに約3億円の事業収益が減少することとなりました

が、平成13年度より取り組んだ経費節減対策などが功を奏し大幅な赤字を抑制することが

できました。 

また、常勤医師が5名となり救急告示病院の維持が困難となったことから、医師招聘を図

るためインターネットを活用した医師招聘活動を図ることで、医師不足を解消できない地方

の小規模病院が多い中で、道内的にもまれな医師招聘が図られることとなりました。 

常勤医師減少による医師招聘の取組 

平成12年度の新築オープン時には6科、8名の医師でありましたが、常勤医師が5名とな

り勤務医師の当直回数が増加（月5回～6回）し救急告示病院を取り下げる事態も予想さ

れ、新たな常勤医師の確保を図るため様々な取り組みを行ってきましたが、21年5月より開

始したインターネットによる医師募集での取り組みにより5名の医師確保となったことで、平

成25年度まで7科9名の外来診療体制を構築することができました。 

平成22年度は東京出身の総合診療科杉浦医師及び九州から現在の循環器内科松井

院長、平成23年度には山口から退職いたしました消化器外科松岡医師、平成24年度には

東京出身の総合診療科・腎臓内科の雨宮医師、平成25年度には嘱託医師として札幌出

身の消化器内科国本医師、平成26年度には九州から小児科の古賀医師がそれぞれ着任

いたしました。 

これまでの病院見学を行った医師数は17名が訪問し面談を行いましたが、特に、病院見

学後の評価としては道東観光の拠点である女満別空港から10分であることから、東京便（1

時間30分）・札幌便(45分)・中部国際便(2時間10分)・大阪便（2時間20分）などの就航がな

されアクセスの良さと、町の住環境や病院の環境や医療設備の良さ、３次救急である北見

赤十字病院などの後方支援病院に対する評価などがあげられ、町や議会の医療に対する

理解などが高い評価となっております。 

高度医療機器の更新と特別交付税の減少による対応 

新病院建設に伴い約10億円の高度医療機器の整備がなされましたが、高度医療機器

の更新が必要となってきたため、平成22年度から医療機器の更新事業に着手し、5年間で

約8億5千万円の更新が必要となっております。 

このため、今後、町からの繰入金の増加などが懸念され、あわせて大きな問題点として

平成18年度から特別交付税措置がなされた不採算地区病院に対する6，732万円の措置

額が、総務省において平成20年に不採算地区病院の要件の見直しが図られ、美幌町を含

めた全国で8ヶ所（道内4ヶ所）の小規模病院が適用除外されたため、総務省に対し北海
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道・北海道町村会・全国自治体病院協議会などを含め国に対し要望行った結果、平成25

年度まで延長される経過措置が講じられることとなりました。 

経過措置後も総務省に対して町から要望を行った結果、平成26年度において不採算地

区病院の要件を見直すこととなり平成26年度も6，732万円の継続措置されることとなりまし

た。 

しかし、平成27年度以降も特別交付税措置が今後も継続されるか不明であることから、

特別交付税の減少に対応する収益の向上を図る事が大きな課題となっております。 

地域に求められる国保直診施設のあるべき姿 

 全国の自治体病院の組織である全国国民健康保険診療施設協議会では、超高齢化社

会を見据え国民健康保険病院の将来像として、日常生活圏における地域包括ケアの推進

を提唱しており、自治体病院がその中核施設として次のように位置付けられていることか

ら、国保病院も地域包括医療や地域包括ケアの推進を図ることとしております。 

このため、国民健康保険病院の果たす役割としては 

  地域の地理的、社会的条件並びに診療圏域内の他の医療機関の配置に応じ、地

域住民ニーズに合った全人的医療の提供を行うこと。 

  超高齢社会における保健・医療・介護・福祉の連携、統合を図る地域包括ケアシス

テムの拠点としての役割機能を持つこと。 

  既存の保健福祉施設との機能連携を図るとともに、地域包括支援センター、在宅介

護支援センター、訪問看護ステーション、介護老人保健施設などの保健福祉施設と

積極的に連携を図ること。 

このように、今後の国保病院の運営にあっては地域包括医療や地域包括ケアの推進

を図ることが最も重要な要素と考えているところであります。 

保健・医療・介護・福祉の連携調査の実施 

平成23年度には美幌町の保健・医療･介護・福祉のネットワークの必要性から、地域の現

状と課題を分析するため保健師との協議や介護・福祉との連携なども視野において地域包

括支援センター・居宅介護事業所・訪問看護ステーション・グループホーム・高齢者賃貸住

宅など町内の12事業所の聞き取りを行った結果、国保病院の新たな取組として予防医療

（保健事業）との連携と病病連携・病診連携や在宅医療の推進を図ることといたしました。 

○地域の人々が生涯を通じて健やかに暮らせるまちづくりを目指して 

    １ 予防医療（保健事業）への参画について 

    人口の高齢化による医療費の増大が大きな社会問題となる中で、国では平成20年4

月より特定健診・特定保健指導がスタートしメタボリックシンドローム（血圧・血中脂質・血

糖等の異常が内臓脂肪蓄積によって引き起こされた状態）の発生リスクが高い対象者を

早期に発見し生活習慣の改善により発症と重症化の抑制を図ることとなりました。 

   このため、町内の医療機関はもとより土曜・日曜日に国保病院において受診機会を設

けながら受診しやすい体制整備を図ることし、健康教育をより一層深めるため、常勤医

師などによる心臓病・高血圧・乳がん・目の病気・腎臓病・循環器疾患などの健康講座

なども行っております。 

   特に、乳がん検診の充実強化を図るため平成24年度にマンモグラフィを導入して一般

診療及び健診機会の拡大に努めております。 
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○高齢者・障害者などが安心して暮らせるまちづくりを目指して    

２ 在宅医療（在宅介護）の取組 

 現在、町内では3ヶ所の診療所で訪問診療が実施されておりますが、訪問看護ステーション・

居宅看護支援事業所・グループホーム・高齢者賃貸住宅などにおいて在宅介護者及び施設

入所者が何らかの疾病をもっており国保病院の受診している患者さまの家族などや施設職員

からも国保病院において訪問診療を行ってほしいとの要望もあったことから、平成25年度6月

から保健・医療・介護・福祉の連携を図るため地域医療連携室を開設し、あわせて訪問診療の

取組を行っているところであります。 

 特に、町内には地域包括支援センターと居宅介護事業所が4ヶ所有り、合計の担当件数は

451件の利用件数と、訪問看護ステーションでは122件の利用件数、認知症対応のグループ

ホームは4ヶ所と高齢者賃貸住宅1ヶ所の待機者は66名で、特別養護老人ホーム「綠の苑」とア

メニテイ美幌の待機者が425名となっており、施設入所が困難で在宅での療養を余儀なくされ

ているのが現状となっております。 

 今後も数年間は地域の高齢化の進展により居宅介護事業所の利用件数の増加や施設関係

の待機者も更に増加することが予想され、訪問診療など在宅医療に関するニーズが増加する

ものと思われます。 

 訪問診療に関しては、在宅で療養を行っている方で、通院が困難な方に対して月1回程度の

定期的な訪問を行っております。 

対象となる方は ① 寝たきりの方 ② 認知症などで精神症状が強い方 ③ 訪問診療を

行うことが有益である方 などに対して訪問診療を行っており、対象となる疾患としては高血

圧・糖尿病などの生活習慣病、慢性肺炎、慢性胃腸疾患、脳梗塞後遺症、軽度の褥瘡、積極

的治療をしない悪性疾患、不眠症などとなっておりますので、訪問診療を希望する場合には

地域医療連携室に事前にお問合せ願いたいと存じます。 

    おわりに    

 今後の国保病院の運営にあっては、最も重要な事項として医師確保対策があげられます。 

本年度に消化器外科医師の退職に伴い、外科医師の確保はもとより、整形外科・産婦人

科・泌尿器科医師や人工透析・在宅医療を担う医師の確保とともに、眼科医師の常勤化による

白内障などの手術が再開することが必要となっていることから、地域の医療ニーズに即した診

療体制を図るため最大限の努力を行いたい考えであります。 

    

町民医学講座町民医学講座町民医学講座町民医学講座    その５８その５８その５８その５８    

    胃がんの原因胃がんの原因胃がんの原因胃がんの原因    ピロリ菌の検査と除菌をピロリ菌の検査と除菌をピロリ菌の検査と除菌をピロリ菌の検査と除菌を    

            ―尿や吐く息でもわかりますー―尿や吐く息でもわかりますー―尿や吐く息でもわかりますー―尿や吐く息でもわかりますー                                        

                                                                                                                        高正高正高正高正    光春光春光春光春    

 日本では毎年５万人の方が胃がんで亡くなられております（一番多いの

は肺がんで７万人、胃がんは２番めです）。以前にもピロリ菌に関して書か

せていただきましたが 胃がんを予防するには極めて大事なことなので再

度書かせていただきます。                               

ピロリ菌は正式名 ヘリコバクター.・ピロリといいます。大きさは1000分の２.５～５ｍｍ程のら

せん型の細菌、４～８本のべん毛を持ち、これを回転させ胃の粘液層を移動することからヘリコ

バクターと また、発見された場所が胃の出口、幽門（英語でピロルス）であったためピロリと名

づけられました（幽門だけではなく胃の他の場所にもいるのですが）。 
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ピロリ菌は胃以外の場所では住めません。胃の粘膜とピロリ菌には特別な親和性があるた

め胃の粘膜に付着しやすいと言われております。 

ピロリ菌は経口感染と考えられております。ただピロリ菌は極端に酸素の少ない環境を好

むので普通の食べ物から感染するとは考えにくく、汚染された水（以前の井戸水等）が原因

である可能性が高いと言われております。 

ピロリ菌が強力な胃酸が存在する胃の中で生きていけ

るのは、ピロリ菌がウレアーゼという酵素をたくさん持って

おり、この酵素が胃の粘液層にある尿素からアンモニア

を生成し、アンモニアにより胃酸を中和するからです。し

かし胃に定住する前は別です。ピロリ菌は胃酸を浴びる

と２０分で死滅してしまいます。成人になってからの感染

では、ほぼ１００％胃の粘膜表面に到達する前に胃酸の

ため死滅してしまいます。 

ピロリ菌が人に最も感染しやすい時期は乳幼児期と言わ

れております。この時期では胃酸を分泌する胃の壁細胞が

まだ十分機能を発揮できていないので容易に胃粘膜に達し生きていけます。ピロリ菌に感染

しているお母さん、お父さんがお子さんへ口移しで食べ物を与えるのは危険ということです。 

ピロリ菌はいったん感染すると通常一生の間、人の胃の中に留まっています。ピロリ菌に感

染していない人は、７０歳になっても８０歳になっても胃粘膜は２０歳のままですが、感染して

いる胃粘膜は、持続的な炎症の結果、胃粘膜がしだいに萎縮すると言われております。ピロ

リ菌に感染すると数週間から数か月で、ほとんどの人が慢性胃炎になると言われております。 

胃がんには、慢性胃炎から萎縮性胃炎をへて発生する分化型胃がんと、慢性胃炎から直

接発生する未分化型胃がんがあります。分化型胃がんとは、胃底腺の形状をある程度保持し

たままひとつひとつの細胞ががん化したもの。未分化型胃がんとは胃底腺の形状を保持せ

ず、萎縮性胃炎がないのに突然がんとなる、比較的若年者に多く、進行が早く、悪性度の高

いがんです。 

ピロリ菌がどのように胃がんを引き起こすかのメカニズムはまだはっきりしておりません。し

かし、胃がんの発生にピロリ菌が深く関わっているのは確実です。 

ピロリ菌感染が関与している病気は胃がんの他に、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃ＭＡＬＴリン

パ腫、特発性血小板減少性紫斑病、機能性ディスペプシア、胃ポリープ（過形成性ポリープ）

などよく知られておりますが、鉄欠乏性貧血、慢性じんましん等にも関与が指摘されておりま

す。 

胃がんを予防するにはまずピロリ菌に感染しているかどうかを調べる事が大事です。調べ

る方法は現在、次のようなものがあります。 

（Ａ）胃内視鏡検査時に胃の粘膜を一部採取して行う方法です。 

 ①迅速ウレアーゼ試験：ピロリ菌が尿素をアンモニアに変えるウレアーゼ 

 を多量に持っていることを利用。菌そのものではなく試験で生じるアンモニアを測定しま

す。組織を試薬の中に入れ陽性であれば濃いピンクに変色します。当院では大抵の場

合この方法を最初に行います。 

 ②組織鏡検法：組織中のピロリ菌の有無を直接顕微鏡で判定します。 

 ③培養法：その名のとおり培養を試みます。 

（Ｂ）胃内視鏡検査を行わないでする方法です。 

胃粘膜上皮にくっついているピロリ菌 
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  ①尿素呼気試験：これもウレアーゼを利用した方法です。ウレアーゼは尿素からアンモニ

アを作る際、同時に二酸化炭素（ＣＯ2）を発生させます。そこで試薬（標識された炭素13Ｃ

の錠剤）を飲んでいただき、胃の中で発生し血中に移行、肺から排出される13ＣＯ2を測定

します。 

  ②血中、尿中抗体検査：ピロリ菌に感染すると、菌を駆除するために免疫系を介して抗体

が生じます。その抗体を血液または尿から調べます。 

  ③便中抗原測定：ピロリ菌が持っている特殊なタンパクを便から測定します。 

 検査でピロリ菌が陽性であれば除菌をすすめます。２種類の抗生剤（アモキシシリンとクラリ

スロマイシン）とその抗生剤の働きを保つためにＰＰＩ（プロトンポンプ阻害薬）という胃潰

瘍、十二指腸潰瘍、逆流性食道炎に使う薬（胃酸分泌を抑える薬です）を１日２回，７日

間服用していただきます。 

 服用終了後６週間以上たってから除菌出来たか判定します。判定は当院では尿素呼気試

験で行います。除菌されていなければ、抗生剤の片方クラリスロマイシンをメトロニダゾー

ル（抗原虫剤）に変えて再度除菌します。これで９５％の方が除菌できます。ペニシリンア

レルギーの方はアモキシシリンは使えませんので他の薬剤（メトロニダゾールとシタフロキ

サシンなど）を使い除菌します。 

 

 ３０歳代までに除菌すれば、ほぼ１００％の人が胃がんになりにくくなります。早めの除菌が

大事です。若年者からの除菌が必要です。 

 最近、全国各地で中学、高校性を対象にピロリ菌の検査、除菌が行われております。北海

道の中学校２校で尿中の抗体検査の結果、７．２％と５．３％の生徒が陽性でした。 

 私たちの美幌町でも今年から、胃がん撲滅のため北大病院のご協力を得て、まず中学生を

対象に、保護者の同意を得られれば、ピロリ菌の検査（尿中抗体検査、尿素呼気試験）を行

い、感染を認めた方には除菌を行なって行く予定です。 

 出来るだけ多くの方に受けていただければと思います。もしピロリ菌に感染していても、除菌

すればその後一生胃がんになることはほとんどなくなります。 

 除菌することにより、将来その生徒が親になり育てたその子供達もピロリ菌に感染する可能

性は極めて少なくなります。 

 そうすれば、その頃の日本には、もう胃がんで亡くなられる人はいなくなっていると思いま

す。 

 もう一度言わせていただきます、除菌すれば胃がんは防げます。除菌すれば胃がんは防げます。除菌すれば胃がんは防げます。除菌すれば胃がんは防げます。  

    

町民医学講座町民医学講座町民医学講座町民医学講座    その５９その５９その５９その５９    

    アトピーの治療あきらめていないですかアトピーの治療あきらめていないですかアトピーの治療あきらめていないですかアトピーの治療あきらめていないですか    

                        総合診療科・小児科医師総合診療科・小児科医師総合診療科・小児科医師総合診療科・小児科医師    古賀古賀古賀古賀    正啓正啓正啓正啓 
 私が小児科になってから驚いた事の一つに”アトピー性皮膚炎を取り巻

く考え方の混沌”があります。 

 食事制限・環境・日用品・ステロイド・漢方薬、様々な代替療法など、明

らかに一貫性のない考え方が混在して、医療従事者・患者・メディアも混

乱甚だしい状況でした。そんな状況では我が子あるいは自分のアトピー

を治療する上で迷ったり悩んだりするのは当たり前。 
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私が一番大切だと思う事は、”皮膚を正常化するための方法を保護者に教育する事”である

と思います。要するに保護者をアトピーが診療できる医者に育てる事ができれば軽症だろう

が重症だろうが、お子さんが何歳になっても正しい判断ができるのです。 

”アトピーは完全に治らない”という風潮があり、中途半端な状態でかゆみもある状況でこん

なものかなーと思っている人も多いようです。 

さて、混沌とは・・・小児科の患者さんを見ていて一番迷走していると思う事は食物アレル

ギーとの関連性です。 

 

食物アレルギーはアトピー性皮膚炎の○○○である。 

 

  さて、○○○には何が入ると思いますか？経験上ほとんど全員が”原因”とお答えになる

でしょう。しかし、実際は経皮的・経腸粘膜的に感作された”合併症”なのです。食事制限を

いくらきつくしてもアトピーがよくならないのは当たり前なのですが、皮膚の治療をおろそか

にして食事制限を頑張っている人がなんと多い事か。 

  次に、皮膚感染症との関連です。風邪引くと喘息が出るのと同じで、皮膚も感染するとア

トピーが悪化します。 

 

  患者さんの例を提示してみます。

写真①は生後１ヶ月の腎盂腎炎の

入院患者さんのお母様28歳です。

（ご本人の許可はいただいておりま

す。）とても28歳の手足とは思えない

でしょう？かゆくて毎日夜間起きてし

まって、熟睡などした事がないという

生活を何年も過ごしていたそうで

す。 

 生後一ヶ月の腎盂腎炎となると大

体2週間の入院になるので、ついで

にお母さんのアトピーも治療しましょ

うかという軽い気持ちで開始しまし

た。 

 このお母さんは実はアトピーで大

学病院の皮膚科に入院して、あまり

の重症度に診断から迷いが生じて

皮膚生検を受け、その後やはりアト

ピーという事で治療されていました。 

 

 皮膚の感染があるアトピーですと

写真①写真①写真①写真①    

写真②写真②写真②写真②    
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いう所見ですので、感染症を抑え、それから迷わないように一つだけ方法をお母様にお伝え

して、２ヶ月後の写真が写真②です。 

 ”かゆみがひどかったときを１００とすると、今は１が時々あるかな？”と笑顔でおっしゃってい

るのが私も嬉しかったですね。 

    

町民医学講座町民医学講座町民医学講座町民医学講座    その６０その６０その６０その６０ 

        注射について注射について注射について注射について    

                                                                                        病棟看護師病棟看護師病棟看護師病棟看護師    佐藤博子佐藤博子佐藤博子佐藤博子 

 「どんな仕事をされているのですか？」と聞かれることがよくあります。私

が、「看護師です」と答えると、質問された大抵の方は「注射って怖くない

ですか？」とか「血を見ても大丈夫なんですね」とおっしゃいます。 

 私達看護師の仕事は、もちろん注射だけではないのですが、「看護師

＝注射をする仕事」というイメージが大きいのかもしれません。 

 確かに、お子様にとって注射は「大嫌いなもの」のひとつですから、多くの方が、子供の時の

強烈な記憶を、大人になっても抱き続けているからでしょう。私も子どもの頃、注射はとても嫌

だったことを覚えています。 

＜注射とは＞ 

 「注射」とは、直接的に生物（その多くは人間）の体に薬剤を投入する方法です。経口投与

（口から薬剤を投入する）や皮膚、粘膜への塗布、ないし吸引よりも直接的に必要な個所に薬

剤を投入できるため、他の投与方法より効果が早く現れます。 

＜注射の種類＞ 

① 皮内注射 

 真皮と表皮の間に薬剤を投与します。薬物過敏症のアレルゲンテストやツベルクリン反応な

どに使われます。 

② 皮下注射 

 皮下組織に薬剤を投与します。針は皮膚に対し

て斜めに刺します。有効成分は比較的緩除吸収さ

れます。予防接種は皮下注射が多いですので、子

どもたちが考える注射は、この皮下注射です。私も

1年に1度は予防接種でこの皮下注射を受けてい

ますので、子どもたちの嫌がる気持ちがよくわかり

ます。 

③ 筋肉注射 

 筋肉中に薬液を投与します。皮膚に対し垂直に

近い角度で刺します。一般的に皮下注射より有効

成分は早く吸収されます。 

 胃カメラの前処置に使われる薬剤は、通常、筋肉

注射で投与されます。また、痛み止めの薬も筋肉

注射で投与されることが多いです。肩のちょっと下

あたりやお尻の筋肉を使用します。「お尻と肩で
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は、どちらが痛くないですか？」と質問されることがありますが、 私自身の経験で言えば、どち

らも同じに感じます。 

 

④ 静脈内注射 

 薬液を直接静脈内に投与します。効果も早く発現します。100ｍｌ以上で、水分・栄養素の投

与などを目的とするものは一般的に「輸液」と呼ばれます。一般的には末梢の静脈に投与しま

すが、高カロリー輸液は中心静脈に投与します。 

 この静脈内注射は一般的に「点滴」と呼ばれているもので、注射を行っている時間が皮下注

射や筋肉注射より長くかかります。また、上記の皮内、皮下、筋肉注射と異なるのは、駆血帯と

呼ばれるゴム製の紐のような物を使用する点です。 

 この駆血帯を使用して静脈を十分に圧迫し、うっ滞した血液が静脈を怒張させることで、血管

内への針の刺入が容易になります。 

また血管が見えにくい患者さんに対し、以下のような方法をとらせていただく場合があります。 

１） 穿刺部位を軽く叩く 

２） 腕をお湯につけたり、熱いタオルで温める（温罨法） 

３） 腕を下げたり、手指を握ったり開いたりさせてみる。 

４） 末梢から中枢に向かって腕をマッサージする 

 注射や点滴の方法は、上記の他にもありますが、今回は一般の方が受ける機会の多い４種

類について説明しました。どの種類の注射も、身体に針を刺されることに変わりはないので痛

みや苦痛を伴いますが、私達看護師はできるだけ患者の皆様の苦痛を最小限にできるよう

日々技術を磨く努力をしています。 

 

町民のための医学講座町民のための医学講座町民のための医学講座町民のための医学講座    その６１その６１その６１その６１    

    エキノコックス症エキノコックス症エキノコックス症エキノコックス症    

                                臨床検査技師臨床検査技師臨床検査技師臨床検査技師    吉田吉田吉田吉田    和弘和弘和弘和弘    

 私たちの住んでいる北海道には、エキノコックス症という、他の地方

では見られない病気があります。 

 この病気は、エキノコックスという名前の寄生虫が主に肝臓に寄生し

ておこる病気で、道内では毎年１０人程度の患者が見つかっていま

す。エキノコックスと呼ばれる寄生虫は、世界で4種が知られています。

北海道で問題となっているのは、多包条虫という種類です。感染率は、他の病気とくらべれば

ずっと低いのですが、感染してから自覚症状が出るまでに数年から10数年かかり、放っておく

とだんだん悪化して、命にかかわることもあります。早期に発見し、治療すれば治ります。 

   寄生のサイクル 

 エキノコックスは、自然界においては、主にキツネと野ネズミに寄生しています。エキノコックス

成虫は、キツネの腸に寄生して卵をうみ、その卵が糞と一緒に排泄され野ネズミが木の芽等と

一緒にこの卵を食べると、野ネズミの体の中で卵が孵って幼虫となり、肝臓に寄生します。この

幼虫が寄生している野ネズミをキツネが食べると、キツネの腸の中で幼虫が成虫になります。こ

のように、エキノコックスは、通常、キツネと野ネズミの間の「食べる」と「食べられる」という関係

の中で生きています。また、犬もキツネと同様に、エキノコックスに感染した野ネズミを食べるこ

とにより、エキノコックスの成虫が寄生しますので、飼い犬はその飼い方に注意が必要です。 
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感染経路 

 私たち人間は、虫卵に汚染された山菜や沢水を直接口

にしたり、虫卵に汚染された手指を介して感染し、野ネズ

ミと同様にエキノコックスの幼虫が肝臓に寄生します。キツ

ネの糞にまじって外に出た卵は、肉眼では見えない程小

さなものです。大きさは、直径0.03ミリメートルで、球形をし

ています。この卵がヒトの口から入ってエキノコックス症を

引き起こします。この卵は強い抵抗性をもっており、マイナ

ス10度や20度くらいの低温では死にません。しかし、熱に

は弱く、煮沸すればこの卵を殺すことができます。また、乾

燥にも弱いことがわかっています。。。。 人から人に感染した

り、野ネズミから人に感染することはありません。 

症状 

 エキノコックス症は、主に肝臓の病気とされていますの

で、肝機能障害にともなう疲れやすさ、右わき腹の痛み、

黄疸等の症状を現します。進行は極めて緩慢で、病期は

一般に3つの期に分けることができます。 

  第1期は潜伏期ともいわれ、無症状に数年から10数年

経過し、肝機能も正常域にありますが、血清検査でしばし

ば陽性となり、腹部超音波検査(US)、コンピューター断層

法(CT)検査等でも肝臓の病巣を認めることができます。早

期発見・早期治療のために、この時期にできるだけ診断

することが重要です。ですから、少なくとも5年に1度は血清検査を受けて、感染していないか

を確かめておくことが望まれます。 

  第2期は進行期ともいわれ、感染後5年から10数年くらい経過した時期になります。初めの

うち、肝機能は正常域ですが、肝腫大に伴う上腹部の膨満・不快感などの不定症状を呈しま

す。さらに肝腫大が進むと、肝機能障害が現れ、腹部症状の増強、発熱、黄疸等を呈する完

成期といわれる時期になります。 

  病期がさらに進行しますと、全身状態が悪化し、黄疸・腹水・浮腫等を合併し、末期の状態

になります。 

感染予防 

 エキノコックスに感染しないよう、次のことを心がけましょう。 

・キツネに餌付けしたり、触ったりしないこと。 

・キツネが近寄らないよう、生ゴミ等は適正に処理すること。 

・飼い犬が野ネズミを食べて感染しないよう、放し飼いはしないこと。 

・山菜や野山の果実等は、十分に加熱もしくはよく洗ってから食べること。 

・沢水等のなま水は飲まないこと。飲む場合は煮沸すること 

・外から帰ったら必ず手を洗うこと。 

 

大雪に見舞われた今年の冬も、もうすぐ終わり、春がやってきます。 

山菜取りに出かける方などは、十分お気をつけ下さい。 
    

参考資料： 

北海道HP 『エキノコックス症の知識と予防」 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/kak/0000contents/ekino/ 

北海道道立衛生研究所HP 「エキノコックス症について」 http://www.iph.pref.hokkaido.jp/Tokushu/Tokushu-Komoku/echinococcosis/ 

浦河町HP くらしの情報 http://www.town.urakawa.hokkaido.jp/kurashi/kenkou/kenshin/ikinokokkusu.html 
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新しいスタッフの自己紹介新しいスタッフの自己紹介新しいスタッフの自己紹介新しいスタッフの自己紹介    

    

総務主幹総務主幹総務主幹総務主幹    岩田憲次岩田憲次岩田憲次岩田憲次 

 平成２６年４月１日付で総務グループ総務主幹で着任しました岩田憲次

と申します。 

 病院の仕事は患者様が第１番であり、患者様が安心して受診できる病

院を作っていくことが大事であると思っています。 

 そのことを大成させるためには、病院職員全員が同じ思いを持ち、一丸

となって進まなければならないと考えております。 

 私自身も微力ではありますが、より良い病院を作るために一生懸命頑

張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

看護師（２階病棟）看護師（２階病棟）看護師（２階病棟）看護師（２階病棟）    深尾由紀深尾由紀深尾由紀深尾由紀 

 ４月より２階病棟で看護師として勤務しています深尾と申します。 

 このたび、３月に看護学校を卒業、国家試験を経て看護師資格を取得

しました。 

 看護師資格を取得したばかりの新人看護師のため、病棟スタッフの

方々の指導を受けながら経験し、日々を送らせていただいています。 

 看護師は患者様と接する機会が多く、患者様やご家族の一番望んで

いる気持ちを汲み、寄り添った看護を心がけ接していければと考えていま

す。 

 不慣れなこともあり、一日でも早く仕事に慣れるよう頑張りたいと思いま

すので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 

看護師（３階病棟）看護師（３階病棟）看護師（３階病棟）看護師（３階病棟）    菊地幸江菊地幸江菊地幸江菊地幸江 

 はじめまして。４月より３階病棟に勤務させていただいております菊地幸

江です。 

 以前は、内科外科系の医院に勤務しておりましたが、３年前、北見の看

護学校に進学し学ぶ機会を得ました。今春、卒業したばかりの新人で

す。 

 先輩の皆さんから指導をいただきながら、患者様やご家族が安心して

入院生活を過ごせるように関わっていきたいです。 

 出身は稚内市で、現在は家族と共に大空町で暮らしており、自然に囲

まれた中でのんびり過ごしています。 

 まだまだ余裕がなく、不慣れで至らない点がありご迷惑をおかけします

が、笑顔で向上心を忘れずに、より良い看護援助ができるように努力して

いきたいと思います。 

 今後ともよろしくお願いします。 
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看護師（透析室）看護師（透析室）看護師（透析室）看護師（透析室）    松田千鶴子松田千鶴子松田千鶴子松田千鶴子 

 昨年の８月から透析室に配属になりました松田といいます。 

 透析室は初めての経験で、一から覚えなくてはならない事ばかりで

緊張する場面も多くありますが、周りのスタッフが皆経験豊富な方た

ちばかりなので、日々助けられています。 

 学ばなければならない事が数多くあり、大変だなと感じることもたくさ

んありますが、前向きに努力していきたいと思います。 

 まだまだ不慣れな面があり、周りのスタッフの手助けが必要な事も多

いですが、職員にも患者様にも信頼される看護師を目指して頑張っ

ていきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

 

准看護師（外来）准看護師（外来）准看護師（外来）准看護師（外来）    小林美香小林美香小林美香小林美香 

 昨年10月より外科外来で勤務している小林美香と申します。網走

から美幌へ引っ越してきて美幌町民となりました。 

 今まで単科の病院勤務だったため各科のある病院は25年ぶりとなり

ます。 

 新しい職場では学ぶことがたくさんあり毎日が勉強になる日々を

送っています。 

 年のいった新人ではありますが患者様に信頼される看護師を

目指し頑張りたいと思います。周りの皆様には迷惑をおかけす

ることもあると思いますが今後ともよろしくお願いします。 

 

准看護師（外来）准看護師（外来）准看護師（外来）准看護師（外来）    河原美恵子河原美恵子河原美恵子河原美恵子 

 昨年の８月より眼科・内科外来に勤務しています河原です。 

 医療の現場を離れて数年の月日を経て復帰させていただきました。 

 外来とは別に、月に数回訪問診療にも携わり、見ること・聞くこと初

めて知ることも多く、覚えることがたくさんあり、私の頭の中にある小さ

な引き出し満杯状態ですが、周囲のスタッフの皆さんの暖かい指導を

受け、今後も努力していきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 

看護補助者（３階病棟）看護補助者（３階病棟）看護補助者（３階病棟）看護補助者（３階病棟）    山中亜紀子山中亜紀子山中亜紀子山中亜紀子    

 １月から３階の看護補助者として働かせていただいている山中で

す。 

 介護の仕事は初めてで、学ぶことがたくさんあり、周りの皆さんには

ご迷惑をおかけしますが、早く仕事を覚えて頑張りたいと思います。 

 ご指導のほどよろしくお願いします。 
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北海道の自然北海道の自然北海道の自然北海道の自然    第１３回第１３回第１３回第１３回    

        羅臼岳羅臼岳羅臼岳羅臼岳                                            循環器内科循環器内科循環器内科循環器内科    松井松井松井松井    寛輔寛輔寛輔寛輔 

羅臼岳は知床半島で最も高い山です。車で知床峠を訪れる

と、羅臼岳が正面に大きく聳え、見る人を圧倒します。美しく雄大

な山ですから人気も高く、夏場は多くの登山客が訪れます。日帰

りでこの山に登るには２つのルートがあります。ひとつはウトロ側

の岩尾別コース、もうひとつは羅臼町側から登る羅臼コースで

す。羅臼岳は知床峠の目の前にあるのですが、残念ながらここ

から直接登ることはできません。２つのルートのうち、登山時間の

短い岩尾別コースでも標高差は１４００ｍありますから、山頂まで

は約５時間を要します。コース途中の大沢は７月まで雪が残っているうえ、山頂直下は岩場で

すから、体力に加えそれなりの登山技術も必要です。おまけにこの辺りはヒグマが頻繁に出没

する場所です。それでも登りたくなるのが羅臼岳で、私も２度登りました。晴れた日の山頂の景

色は感動ものです。今回は、「日本百名山」の一つでもあるこの羅臼岳をご紹介します。 

 羅臼岳の山開きは7月の第１日曜日です。日没も早くなる９

月下旬には雪が降ることもあり登山には危険となってきますの

で、夏山の期間はそれまでのおよそ2か月半しかありません。

雪渓を登りたいのであれば、雪渓が無くなる７月下旬前に登り

ましょう。体力に自信がない方は明るいうちに下山できるよう、

なるべく日照時間の長い時期を選ぶべきです。夏至が6月21

日ごろですから、山開きしたら早目に登るとよいでしょう。 

 出発はまだ薄暗い午前4時半頃からです。この時間になると

登山の身支度をした宿泊客が「地の涯ホテル」や「木下小屋」から出てきます。ホテルの駐車

場の右奥にある「木下小屋」の前が登山口です。あたりはまだ薄暗

く、朝もやのかかる中、登山者たちは登山口からつづら折りの坂道

をひたすら登っていきます（写真１）。続く急な坂道は蟻の巣の多

い所です。朝、この蟻を食べるためにヒグマもやってくると言われ

ており、ビクビクしながら先を急ぎます。1時間半もすると、「弥三吉

水」という、ルートで唯一涸れることのない湧水の流れているところ

を通ります。「弥三吉水」の名は「木下小屋」に名を残す「木下弥三

吉（やさきち）」にちなんだもので、彼は知床の山の開拓者として知

られています。北海道の山で水を飲むとき、寄生虫のエキノコック

スが心配ですが、湧水は大丈夫と言われています（ただし１００％

ではありません）。私も下山時にここでかなりの量の水を飲みまし

たが、今のところはエキノコックスにはかかっていないようです。 

そこからさらに苦しい坂を登り続けると、急に傾斜が緩やかにな

り、ホッと一息つけるところに出ます。このあたりが「極楽平」です。

さらに登って「銀冷水」を通過します。ここは別の湧水が出るところ

ですが、涸れていることが多いようです。「銀嶺水」ではトイレ用の

テントが2つ立っています（写真２）。ただし、これは携帯トイレを使

用するためのテントで、羅臼岳の登山者は自分で携帯トイレ（ビ

ニール袋に高分子吸収体の入ったもの）を持参して、出したもの

は持って帰ることになっています。「銀嶺水」を過ぎるといよいよ大

沢の雪渓です（写真３）。ここではアイゼンを装着し、紫外線も強い

のでサングラスが必要となります。大雪渓の登りは眺望も効いて楽

しいのですが、後半はかなり急な斜面となり予想以上に疲れま

写真２写真２写真２写真２    

写真１写真１写真１写真１    

写真３写真３写真３写真３    

写真４写真４写真４写真４    
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す。長い雪渓を一歩一歩忍耐強く登り続けると、急に雪が消え、ゴ

ツゴツした岩場にたどり着きます。辺りには、この時期チングルマな

どいろいろな高山植物が咲き誇っていて、疲れた登山者を癒してく

れます。（写真４）。ここまでくれば「羅臼平」も直ぐそこです。「羅臼

平」は平坦な所で、キャンプも可能です。食料をヒグマから守るため

の「フードロッカー」もあります（写真５）。「フードロッカー」にザックを

入れ、身軽になって山頂を往復する人がいるようですが、これは

ルール違反。山での安全のためにも、ルールは厳守してほしいもの

です。羅臼平から山頂までは約1時間。途中からは大きな岩ばかり

の荒々しい光景になりますが、技術的に難しいものではありません

（写真６）。ただ、山頂は崖の上にあって、かなり狭く、しかも強風の

日が多いのであおられないよう注意が必要です。 

晴れた日、山頂からは国後島の山々が東の海に浮かんで見えま

す。知床岬の方向には、硫黄岳（写真７）、南西方向には知西別岳

とその麓の羅臼湖も見え、遠くに遠音別岳、海別岳、斜里岳と続き

ます。羅臼岳の両側にはオホーツク海がせまっており、これも半島

中央部にある山ならではの絶景です。私は2012年と2013年に登りま

したが、2012年は完全に雲の中、山頂からは何も見えませんでし

た。しかし、再びチャレンジした2013年は最高の好天に恵まれ、これ

らの絶景を堪能しました。 

山頂で昼食にしても良いのですが、山頂は狭く、しかも7月の昼

間でも強風で凍えるような寒さです。いったん下り、風を避けられる場所を見つけて昼食を

摂ったほうが落ち着くでしょう。下りは、岩場ですから転倒しないよう注意を払います。羅臼平

からは再び大沢の雪渓ですが、下りはアイゼンがなくても大丈夫でした。雪渓を過ぎると、土

の登山道が延々と続きます。道は整備されていますので迷うことはありませんが、やはりクマ

に十分注意して鈴を鳴らしながら下りましょう。２０１２年、私は鈴を大きく鳴らしながら下ったに

もかかわらずヒグマに出くわしました。この登山道あたりによく出没すると聞いていた母親と子

供のヒグマだったようです。このヒグマの親子はすっかり鈴の音に慣れているようで、逃げてく

れません。では、鈴を鳴らす意味はないのかと言うと、そうでもないと思います。鈴の音で、ヒ

グマの方は「人間」が近づいてくるぞと心の準備ができ、突然出会ったために驚いて襲ってく

るなどということが避けられると思われます。下山にはおよそ3時間半から4時間を要しますが、

登りに6～7時間かかった人の場合、体力を消耗しているので、下山には５時間以上かかるこ

ともあるようです。すなわち、往復10時間以上をみておかなければならないということです。7

月上旬ならば、日没は午後7時ですが、9月中旬ともなるとぐっと早まり午後５時ですから、時

間に余裕を持って降りられるようにしましょう。 

岩尾別登山口まで着けば、地の涯ホテルの駐車場から少し下っ

たところに無料の露天風呂があります（写真８）。開放的な露天風呂

で、駐車場から覗かれると見えてしまいます。幸い先客がいました

ので、躊躇することなく裸になって一緒に湯に浸かりました。くたくた

に疲れ冷えきった体には、まさに天国のような温泉です。 

この羅臼岳登山は、夏でもかなり体力を消耗します。また、山開き

前の雪が多く残っている時期は、登山ルートが雪で塞がれているため、一部ルートの変更が

必要となります。生い茂った木の枝をかき分けながら道なき道を進むことになり、これがさらな

る体力の消耗に繋がります。道東は、学生時代に羅臼岳に登ったことのある人が多いと聞き

ました。しかし、そのような方たちも、年齢が上がるにつれ体重が増え、体力も若い頃に比べ

ると気付かないうちに低下しています。自分の身体を過信せず、事前に充分な体力をつけて

から羅臼岳登山にチャレンジしてください。 

写真５写真５写真５写真５    

写真６写真６写真６写真６    

写真７写真７写真７写真７    

写真８写真８写真８写真８    



１６ 

外来診療案内 初診の方：初診の方：初診の方：初診の方：保険証を持って受付窓口へおいで下さい 

 午前８時４５分～午前１１時００分  午後１時００分～午後４時００分 

   診察券をお持ちの方：診察券をお持ちの方：診察券をお持ちの方：診察券をお持ちの方：再来受付機をお使いください 

 午前８時００分～午前１１時００分 午後０時３０分～午後４時００分 

総合診療科 

（杉浦、雨宮） 

腎臓内科 

（雨宮） 

内科 

 

 

循環器内科 

 

 

外科 

 

 

 

小児科 

 

 

 

眼科 

    

     旭川医科大学からの出張医の診察となります。 

     予約検査は医師不在です。 

    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    

午前午前午前午前    古賀古賀古賀古賀    古賀古賀古賀古賀    古賀古賀古賀古賀    古賀古賀古賀古賀    古賀古賀古賀古賀    

午後午後午後午後    

    

古賀古賀古賀古賀    

    

古賀古賀古賀古賀    

    

古賀古賀古賀古賀    

15:00～～～～    

古賀古賀古賀古賀    

    

古賀古賀古賀古賀    

    

    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    

午前午前午前午前    出張医出張医出張医出張医    出張医出張医出張医出張医    出張医出張医出張医出張医    予約検査予約検査予約検査予約検査    予約検査予約検査予約検査予約検査    

午後午後午後午後    出張医出張医出張医出張医    出張医出張医出張医出張医    予約検査予約検査予約検査予約検査    予約検査予約検査予約検査予約検査    予約検査予約検査予約検査予約検査    

    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    

午前午前午前午前    出張医出張医出張医出張医    出張医出張医出張医出張医    出張医出張医出張医出張医    出張医出張医出張医出張医    出張医出張医出張医出張医    

午後午後午後午後    休診休診休診休診    休診休診休診休診    休診休診休診休診    休診休診休診休診    休診休診休診休診    

    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    

午前午前午前午前    雨宮雨宮雨宮雨宮    杉浦杉浦杉浦杉浦    雨宮雨宮雨宮雨宮    杉浦杉浦杉浦杉浦    杉浦・雨宮杉浦・雨宮杉浦・雨宮杉浦・雨宮    

午後午後午後午後    杉浦杉浦杉浦杉浦    雨宮雨宮雨宮雨宮    杉浦杉浦杉浦杉浦    雨宮雨宮雨宮雨宮    休診休診休診休診    

    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    

午前午前午前午前    高正高正高正高正    高正高正高正高正    國本國本國本國本    高正高正高正高正    休診休診休診休診    

午後午後午後午後    休診休診休診休診    國本國本國本國本    高正高正高正高正    國本國本國本國本    高正高正高正高正    

    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    

午前午前午前午前    休診休診休診休診    松井松井松井松井    休診休診休診休診    松井松井松井松井    休診休診休診休診    

午後午後午後午後    松井松井松井松井    休診休診休診休診    松井松井松井松井    休診休診休診休診    松井松井松井松井    

北里大学からの出張医の診察となります。 


