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▲平成２７年４月１日入職式に臨んだ16名

地域包括ケアシステムに向けて
27年度新規採用の皆さんを迎えた入職式から6か月、前後入職の皆さんと共
に各部署で業務に励む姿を嬉しく思います。
8月には、老健新施設長中山先生を岡山県より迎え、新組織体制が始動して
います。また6月には、消化器内視鏡専門医をはじめ多くの資格をお持ちの菅
澤先生を迎え、昨年度着任の松田先生とともに三先生方ご出身の鳥取県にお帰
りになり地域に貢献いただいております。

理事長・総院長 野島丈夫

課題の地域包括ケアシステムについては、昨年開設の地域包括ケア病棟をはじめ、各ステージで患
者さま・利用者さまを他院・他施設から積極的にお受けし、地域にお帰しする医療・介護に努め、地
域を支える一翼を担うよう法人全体で意識を高め業務に取り組むよう望みます。また、これらの窓口
ともなる病院、老健の相談業務部署では、在宅部門スタッフとの連携を密にし、地域での各種会合に
も積極的に出席し、医療と介護、在宅と病院・老健の強固な連携を保つよう一層の努力を期待します。
課題の多い中、業務の効率化、充実化をはかるよう法人全体の組織的な見直しをしています。良き
法人をめざし努力しましょう。

平成２７年９月 発行

発行者／医療法人十字会

広報誌委員会

診 療 科 紹 介

（平成27年9月現在）

脳神経外科

外科・肛門科・消化器科（外科）

野島病院脳神経外科は40年
の歴史があり、病院の主要な臨
床科目のひとつです。
鳥取県中部の救急病院として、
特に脳出血、くも膜下出血など
の血管障害や頭部外傷などを
受け入れ、24時間の手術体制を

消化器外科では、消化管（食道･胃、大腸、肛門）のみ
ならず、腹部臓器の疾患、肝胆膵疾患の手術治療を
行っています。主流は腹腔鏡を用いた、手術創を小さく、
身体に負担の少ない方法で行っています。緊急手術で
ある急性虫垂炎あるいは消化管穿孔に対しても腹腔鏡
を導入しています。
直腸がんでは可能な限り肛門温存手術を取り入れて
います。また、がん治療として化学療法、疼痛治療、緩
和療法も担っています。鼠径ヘルニアに対しても標準的
治療として認知されてきた腹腔鏡下手術も導入していま
す。
痔核、裂肛、痔瘻は肛門の3大疾患と言われます。痔
核に対しては痛みが少ない注射によるジオン硬化療法
を第一選択としています。

▲脳腫瘍の顕微鏡手術

とっています。新たに鳥大から細谷先生を迎えて更にパ
ワーアップをし、脳神経外科専門医3名を含む4名により治
療に当たっております。
外来は月曜日から金曜日まで毎日、特に月・木は診察室
を2診立て、毎月１回月曜午後の脊椎外来では赤塚先生に
お世話になっています。
手術室で行う通常手術以外、血管撮影室での血管内手
術（脳動脈瘤のコイル塞栓術、頸動脈狭窄に対するステント
拡張術など）の症例も数多く行っています。
また、脳梗塞については、発症してから4.5時間以内での
血栓溶解療法（ｔ－ＰＡ）や血管内手術による血栓回収術を
しています。
宍戸 尚（部長） 竹内 啓九（部長） 細谷 朋央（医長）
野島 丈夫（総院長） 赤塚 啓一（非常勤）

整形外科
整形外科は身体の芯になる
骨・関節などの骨格系とそれを
取り囲む筋肉やそれらを支配
する神経系からなる運動器の
機能的改善を重要視して治療
▲ 手術中の様子
する外科です。
スポーツ傷害や交通外傷、労働災害などの外傷学は勿
論のこと、変形性変化を伴う加齢疾患、骨粗鬆症、関節リ
ウマチ、痛風、運動器の腫瘍など幅広く扱います。
中島 匡敏（部長） 萩野 浩（非常勤） 岸本 英彰（非常勤）
名島 将浩（非常勤）

乳腺・内分泌外科
平成22年7月～平成27年7月30日
乳腺内分泌外科手術件数・・・563件
（乳がん 124例 乳腺腫瘍 170例
甲状腺がん、腺腫 105例、内シャント
▲マンモグラフィー
48例、その他：血管 肺 消化器等）
当院に赴任して5年が過ぎ、この機会に手術件数をまとめ
てみました。消化器外科の諸先生のお力も借りながら、一
人の科としてはそれなりの数字ではないかと思っています。
特記すべきことは、この563件の手術の内、術後の合併症が、
術後の出血2例のみ（バセドウ術後、内シャント術後）だった
ことです。
また、女性乳がんの方たち、再発がまだ1例のみです。こ
れも素晴らしい数字（治療成績）と思っています。術後の薬
物療法の進歩の恩恵がうかがわれます。この乳がん患者さ
ま達、昨年7月“十色会”なる患者会を立ち上げました。
林 英一（部長）

山本 敏雄（院長） 牧野 正人（部長） 菅澤 章（部長）

消化器科（内科）
消化器内科では、外科との連携のもと、食道、胃、十二
指腸、小腸、大腸及び肝・胆・膵疾患を扱います。最近
は特に、早期がんに対して侵襲の少ない内視鏡治療
（ESDやEMR）に力を入れています。
この他に消化管出血に対する内視鏡止血術、食道静
脈瘤に対する内視鏡治療を行います。
肝疾患では、肝炎・肝硬変・肝がんの診断・治療を行っ
ています。胆膵疾患では胆嚢炎や膵炎の治療のほか、
総胆管結石や胆道系の悪性腫瘍に対する様々な内視
鏡的治療方法があり実践しています。
佐々木 修治（医長） 斧山 巧（医長）

形成外科
形成外科は、熱傷、体表の先天的な異常、顔面の骨折
や外傷、傷あとの修正、皮膚腫瘍や、腫瘍切除後の再建
術(乳がん、頭頸部がんなど)褥瘡や治りにくい傷や潰瘍、
まぶたの異常(眼瞼下垂、眼瞼内反症、眼瞼外販症、眼瞼
皮膚弛緩症など)顔面神経麻痺による顔面変形などの幅
広い疾患を治療します。
当科では、年間100件以上の手術を行っており、日帰りの
局所麻酔や、他科と協力して全身麻酔の手術も行います。
また、必要に応じて鳥大病院形成外科と連携して治療に
あたります。上記の疾患でお悩みの方は、月、水、木の午
前中に外来を行っておりますので、ご相談ください。
八木 俊路朗（非常勤） 陶山 淑子（非常勤）

精神科・心療内科
当科は総合病院の精神科としての特徴を生かした活動
をしています。不安障害、うつ病、不眠症などストレス関連
障害の患者さまにとって敷居の低い外来部門を目指して
います。入院治療が必要な場合は、精神科専門病棟はあ
りませんので、一般病棟で対応します。
精神症状と身体症状を合併する患者さまは、他の専門
科と連携して治療を行います。
熊谷 哲夫（部長）

野島病院は、中部圏域の中核病院として、幅広く専門的な診療を行っております。
今号は、当院の診療科についてより良く知っていただくため各診療科の紹介をいたします。

内科
内科では、循環器疾患に関して、循環器専門医によ
る、狭心症や心筋梗塞、不整脈の診断と治療、ペース
メーカーの埋め込みやチェックを行っています。320列
ＣＴＳｃａｎによる心臓ドックを行っています。また高血圧
の診断と治療も行っています。消化器疾患は消化器外
科と連携し、診断と治療をすすめています。呼吸器疾
患では、肺炎、喘息、肺気腫などの診断と治療を行い、
肺がんの精密検査機関でもあります。
代謝性疾患では、糖尿病外来にて糖尿病の診断と治
療、食事指導、外来インスリンや生活指導などにも注力
しています。糖尿病教室も適時開催しています。そのほ
か、腎臓病、免疫疾患の診断と治療も行っています。か
かりつけ医として患者さまの健康管理には特に配慮し
ていきたいと考えています。
【内科】
石村 唯彦（部長） 石村 昌彦（医長）
池田 匡（非常勤） 山本 玲（非常勤） 宮本 佐知子（非常勤）
【循環器科】
松田 隆子（部長） 井川 修(非常勤） 渡部 友視（非常勤）
中村 研介（非常勤）
◎なお、鳥大第２外科の西村元延教授をはじめ、複数医師
の応援を頂いています。

神経内科
頭痛、めまい、手足のしびれ、力が入りにくい、手足の
ふるえ、歩きにくいなどの症状で受診されることが多い科
です。
脳梗塞、片頭痛、頭位めまい症、てんかん、認知症、髄
膜炎・脳炎などの感染症、パーキンソン病、脊髄小脳変
性症・筋委縮性側索硬化症などの神経変性疾患、重症
筋無力症、末梢神経疾患（ニューロパチー）、筋疾患（ミ
オパチー）などが対象疾患です。
CT・MRI・頸動脈エコーなどの画像診断や脳波・筋電図
などの生理検査、血液検査・髄液検査と神経学的な専門
的な診察で診断し、点滴治療や早期からリハビリテーショ
ンを行いながらより早い患者さまの回復に努力していきま
す。
下田 学（部長） 三宅 正大（医長） 安井 建一（非常勤）

耳鼻咽喉科
大学からの派遣で、週３回、月・水・金曜、午前9時～11時
30分までの外来診療を行っています（11時までの受付をお
願いしています）。中部地区では、耳鼻咽喉科が非常に少
なくなり、曜日によっては新患が殺到することがありますので、
予約優先としています。
あらゆる疾患の診療に当たっていますが、小児の疾患に
ついては、当院に小児科がないので、支障がある場合のみ
他の医療機関に紹介しています。
また、早期がんの検査、手術、治療が必要な場合は、鳥取
大学へ紹介する等、連携して診察に当たっています。
河本 勝之（非常勤）

眼科
2名の眼科専門医による原則2診体制で診察しています。
松浦医師は、白内障及び緑内障の専門とし大学病院を
はじめとする若手医師の手術教
育に当たっています。
寺坂医師は、角膜疾患、感染
症の分野で日本有数の名医と
知られる鳥取大学井上幸次教
授に師事し、最新の治療及び
研究に精通しています。
当院の昨年の白内障手術件数
▲白内障瘍の顕微鏡手術
は約500例でした。
松浦 一貴（部長） 寺坂 祐樹（医長）

泌尿器科
夜中に何回もトイレに行って困っていませんか？おしっ
こが急にしたくなって間に合わない、くしゃみ・せきをして
尿が漏れてしまうことが何か恥ずかしくて病院へ行けない、
どうぞこんな方は泌尿器科を受診してください。
別に特別な検査は不要です。尿漏れが良くなったら心
身とも若返りますよ。50歳を超えた男性は、一度前立腺
癌のチェックをしましょう。採血検査でできます。早期発
見が可能です。
井上 明道（部長）

透析センター
慢性透析を中心に行っていますが、多重外傷・多臓器不
全・薬物中毒等による急性腎不全の治療そして急性肝不全
に対する血漿交換なども積極的に行っています。
泌尿器科の井上明道先生の協
力のもとに各科医師との連携をと
りながら透析業務を行っています。
また、当院では、ご家族の支援が
困難な方や独自に通院すること
が困難な方を対象に送迎サービ
スも実施しています。
山本 敏雄（院長）

▲透析センター

健診センター
健診センターでは、人間ドック、脳ドック、生活習慣病予
防健診などの健診、そして各種がん検診をしています。人
間ドックでは腹部ＣＴで内臓脂肪を測定し、「メタボ腹」の
有無とその程度が簡単に診断できます。
結果説明はカタカナはなるべく
使わず、出来るだけ日本語で、
分かり易い表現を心がけていま
す。また、健康の参考になる資
料を差し上げています。
細田 庸夫（センター長）

▲ラウンジ

27年4月以降、菅澤 章先生、斧山 巧先生、中山 英明先生、細谷 朋央
先生が着任されました

医師紹介

菅澤 章 （すげさわ あきら）
【診療科】外科、消化器外科
【趣味】 テニス、ドライブ
【抱負】 消化器一般、NSTについて取
り組んでいきたいと思っています。

中山 英明 （なかやま ひであき）
【老健のじま施設長（内科）】
【趣味】 ドライブ・ゴルフ
【抱負】 わが国は予測を超えた高齢化の
波にのまれそうです。医療と介護が力を合
わせて強固な防波堤になるよう頑張ります。

斧山 巧 （おのやま たくみ）
【診療科】内科、消化器内科
【趣味】 趣味ゴルフ、ドライブ
【抱負】 3年ぶりに倉吉に戻って参り
ました。今まで学んだ知識、経験を生か
して診療に取り組みたいと存じます。

細谷 朋央 （ほそや ともひろ）
【診療科】脳神経外科
【趣味】 釣り（専門は磯釣り）、
ゴルフ、晩酌
【抱負】 初めての地、初めての病院、
日々迷子ですが、頑張ります！

中山施設長、生原副施設長、大下師長、濱﨑統括介護主
任が就任しました

老健のじま新体制スタート

このたび、老健施設長として着任いたしました。私は平成9年、鳥取大学医学部を
定年退官し、引き続き鳥取三洋電機(株)の専属産業医として6年、当時好調で一時
は3000人の社員の健康管理を一手に引き受けていました。その後は主として老健
の職場に従事していましたが、今回縁があって当地へ参りました。
今やわが国は世界に先駆けて高齢化の時代を迎え、社会福祉の充実が国の喫
緊の重要政策として取り上げられています。このような時期に地域包括医療の推進
役を担当することになり、責任と誇りを痛感しております。どうか伝統と実績のある
チームの一員に加えて頂き、ご協力をお願いして挨拶といたします。
施設長 中山 英明

中山施設長

やさしく積極的な中山施設長をお迎えし「その人らしく生活できるケアの実
践～利用者が在宅で生活できるよう導く施設となる」という本年度の目標に向
かって、各職種の視点を組合せながら職員一同頑張っております。
“老健”は、地域包括ケアシステムの中核を担う主要な施設であるとあらため
て痛感し新鮮な私達３人の若い？パワーで病院、在宅部門と十分な連携を
図りながら中山施設長と共に進んでいきたいと思っています。
副施設長 生原 加奈江
大下師長

老健のじま訪問リハビリセンター開所

生原副施設長

濱﨑統括介護主任

平成２７年５月１日

訪問リハビリでは、利用者さまのお住まいにリハビリの専門職（理学療法士、作業療法士、言
語聴覚士）が伺って、心身機能の維持・改善や日常生活で必要なリハビリを行います。
実際の生活場面を見ながら、利用者さま本人だけでなく、ご家族への介助方法の指導や、福
祉用具や住宅改修のアドバイスもいたします。
「デイケアセンターのじま」「訪問看護リハビリステーションのじま」との連携を図り、利用者さま
のニーズに合わせた訪問リハビリを行ないます。ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い
合わせください。
＜問い合わせ先＞ 担当：生原 TEL：0858-23-7100

▲訪問リハビリスタッフ

≪訪問看護リハビリステーションのじま≫
「老健のじま訪問リハビリセンター」開所にあわせ、従来より訪問看護ステーションに併設されて
いた訪問リハビリをアピールするため「訪問看護リハビリステーションのじま」に名称を変更しまし
た。新たな看護スタッフの加入でよりパワーアップし、野島新所長を中心に地域の皆さまにより
良い看護・リハビリを届けようとスタッフ一同頑張っています。どうかお気軽にお声かけください。
＜問い合わせ先＞担当：野島 TEL：0858-23-7104

▲訪問看護スタッフ

医療法人十字会

〒682-0863 鳥取県倉吉市瀬崎町2714-1

野島病院
老人保健施設のじま
デイケアセンターのじま
訪問看護リハビリステーションのじま
訪問介護ステーションのじま

TEL:(0858)22-6231
TEL:(0858)23-7100
TEL:(0858)23-8005
TEL:(0858)23-7104
TEL:(0858)23-7107

ホームページURL : http://nojima-hospital.jp

FAX:(0858)22-6843
FAX:(0858)23-7101
FAX:(0858)23-8006
FAX:(0858)23-7122
FAX:(0858)23-7122

指定居宅介護支援事業所のじま
明倫・小鴨地域包括支援センター
倉吉市障害者地域生活支援センター
はっぴい
すくすく園（病後児保育）
代表E-mail : info@nojima-hospital.or.jp

TEL:(0858)22-7121
TEL:(0858)23-7106
TEL:(0858)22-6239
TEL:(0858)22-6231

FAX:(0858)23-7122
FAX:(0858)23-7122
FAX:(0858)23-7122

