
●  ● ● 京都府立与謝の海病院地域医療連携室広報誌「かけはし」Vol.18 ● ● ●

２０１０. ７月発行

京都府立与謝の海病院
〒629－2261　京都府与謝郡与謝野町字男山481
ＴＥＬ：０７７２－４６－６６６５（直通） / FAX：０７７２－４６－５１２１
URL　http://www.pref.kyoto.jp/yosanoumihp/

病院理念 患者が中心の、地域に開かれた病院

京都府立与謝の海病院　地域医療連携室

Vol.18

P1

京 都 府 立 与 謝 の 海 病 院

　　院　長  関 本  達 之

ご　挨　拶

　院長に就任して約２ヶ月が経ち、院内の診療体制や、丹後医療圏の地域
的背景やその医療提供体制の骨格が少し見え始めてきました。
　京都府全体としては人口当たりの医師の数は、他の都道府県に比べて充
足していますが、医師が京都市周辺に集中しているため京都府の北部およ
び南部については、医師不足状態であることは以前より言われていることです。この医師不足を指摘され
ている京都府の北部と南部ですが、地域的背景を考えれば、両者は全く違った状況にあります。
　京都府南部は確かに人口当たりの医師数は少ないのですが、その圏域面積は小さく、面積あたりの医師
数は決して少なくありません。また人口も増加傾向にあり、さらに高齢化率も低い状態です。それに比べ
て京都府北部は人口当たりの医師数は南部ほどではないものの全国平均より少なく、さらに広大な面積の
ために面積あたりの医師数はきわめて少ない状態です。また、人口は減少傾向にあり、高齢化率は高く、
さらに交通の便は悪いといった実情にさらされています。その最たる地域が、丹後医療圏で、京都の６医
療圏の中で最多である８無医地区を抱えています。
　すなわち丹後医療圏に住む人たちは、高齢で有病率が高く、医療機関までの距離が概して遠く、公共交
通機関の便がよくない中で医療サービスの提供を受けなければならないという状況にあるといえます。
　その丹後医療圏において私たち医療従事者がまずできることは、いつでも、何でも、診てあげるという
ことではないでしょうか。心をこめて診てあげるということではないでしょうか。どの診療科であれ、さ
らに専門とする分野が何であれ、とにかく診てあげる、その気持ちを持って診療にあたり、さらに病病連
携、病診連携を密にして、よりよい医療サービスを提供していくことが重要ではないかと思います。
　しかしながら、今述べたこのようなことの一端を、現在の丹後医療圏においてはすでに行われていると
いうことを、客観的に知ることになりました。それは、救急搬送における受け入れ病院決定が極めてスムー
ズであること、すなわちいわゆる「たらいまわし」が少ないことです。とりあえず受け入れて診てあげる
という環境はすでに作り上げられているのではないでしょうか。それは、全国の救急隊覚知から病院収容
までの時間が平均３５分であるのに比較して、広大な丹後の地にありながら丹後医療圏においては平均３２
分程度というデータに現れています。丹後医療圏においては、搬送距離が長いにもかかわらず病院決定ま
でが極めて短いために収容までの時間が短くなっていると考えられます。
　この丹後医療圏の医療提供サービスをどのように良くしていくか、多くの方策があると思います。丹後
医療圏の病院および診療所がひとつの医療機関であるかのように機能していくのも、ひとつの策ではない
かと考えます。京都府立与謝の海病院がその「かけはし」の一端を担うことができればと思っています。
今後とも、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
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　ある会合で、友人の和尚さんに尋ねられた。
　｢うちの檀家で、女系家族はいくつも家庭崩壊をするがなぜだろう？｣
　女系家族と言う意味が理解出来なかったが、｢あぁ、婆さんが長生き
するからだろう。｣
　｢本当だ！｣ 和尚さんは膝を打って、指を折って教えだした。誤解が
ないように言うが、婆さんに限定したわけではなく、女性の方が平均寿
命が長いから、介護の負担がそれだけ大きくなると言う意味だ。世界
史上に初めて出現した高齢化社会が次の世代に、またその次の孫の世
代にどれだけストレスを与えるかは誰も知らない。その解決方法は何
か？ ｢孝行｣ は親が早く亡くなる時代の観念であり、この二、三十年
前まで、特に違和感はなかった。中国では古来 ｢仁｣ と ｢孝｣ が最高の

徳目で、親より先に死ぬのが最大の｢不孝｣になる。｢孝行したい時親はなし。｣と言うのは有史以来の真実で、
｢介護疲れで息子が先に亡くなった。｣ と言うのは稀な事で、もしそうならば歴史に名を残す美談として語
られてきたのだ。
 　問題は介護される側より介護する側により厚い手当が必要である。老老介護も悲惨であるが、九十の親の
子供は七十前後になるのが普通で、すでに介護保険の対象者である。｢孝行したい時親はなし。｣ と言うのは、
子供が立身出世して、ひとかどの人物になった時には、親はすでに亡くなっていると言う意味で、子供が定
年退職して後、親の介護をするのは辛すぎる。在宅介護ではどうしても無理がある。このような大きなスト
レスを家庭にかけ続けることは、社会秩序の崩壊の危険さえある。福祉国家のスウェーデンでは親子の同居
率は２％ぐらいと聞いている。この日本の中で、いち早く高齢化する丹後で新しいモデルを作る必要がある
のではないか。
　かく言う私も、妻も私も一人子なので、親は４人もいた。男２人は ｢すまんな。｣ ｢ありがとう。｣ と言って、
既に亡くなった。私たちもまだ若かった。婆さん二人はなかなか骨が要る。一人の婆さんは大腿骨は両方折
るし、脳梗塞にはなるし、在宅では到底無理で特別養護老人ホームにお願いした。私が週一回往診しているが、
忘れたのか私の顔を見ても、ニコリともしない。ホームの壁にその婆さんの書いた色紙が掛けてあった。
　｢私の好きな言葉・・・感謝。｣ 私は、一瞬めまいがした。家に引き取って２５年間、｢ありがとう。｣ と言う
のは聞いたことがない。｢感謝｣ と ｢ありがとう｣ は別なのか？
　最近、北宋の大政治家で詩人でもあった ｢王安石｣ の詩集を読んでいる。その中の１つを拙いながら訳し
てみる。
　　

   新 　花

年をとると楽しみが少ない、まして、今は病の床にいる。

水を汲んで新しい花を生ける、その流れる香りに慰められる。

その流れる香りも一時のもので、私も又長くはあるまい。

｢新しい花｣ と ｢古い私｣ と、すべもなし、二つとも忘れよう。

　この詩を書いて数日後に亡くなったと言われている。
　まさしく絶筆である。
　死ぬ時はかくありたきものだ。

　vol.17、vol.18 号の２号にわたり、与謝医師会長、北丹医師会長よ
り「丹後医療圏での地域医療連携」についてお言葉をいただきます。

丹後医療圏での
地域医療連携に
ついて 感　　謝

北 丹 医 師 会

会　長　 笹 野 　 満



　与謝の海病院は急性期医療を担う役割から、在
院日数が短縮傾向にあり、Ｈ２２年４月現在１３．４
日（Ｈ１８年度１５．３日～Ｈ２０年度１４．１日）です。
患者様の入れ替わりが激しくなり、看護師は短期
間で多くの仕事をこなすことが求められるように
なっています。必然的にヒヤリ・ハットする場面
が多くなり、年間のインシデント総数も増加傾向
にあります。（患者様に大きな被害はないがヒヤ
リ・ハッとした出来事）
　このような厳しい医療現場ですが、当院は ｢患
者が中心の､地域に開かれた病院｣ を理念として、
すべての人の安全を保障する為、すべての医療従
事者が医療事故防止対策に力を入れて取り組んで
います。

①電子カルテからインシデント・レポートを毎日
確認し、ヒヤリ・ハットする場面があるとそ
の部署で状況の確認をします。再発防止がで
きるように原因を追及し今後の対策を、部署
や各委員会で検討し実行出来るように努めて
います。

②１回／月　院内ラウンドでは、医療安全対策が
適切に実施されているか、現場の状況確認と
指導を行います。

③２回／月　院内研修会や勉強会を開催して、職
員の教育活動を行います。

④医療安全対策に必要なマニュアルの作成や改訂
を行い、適切な医療安全予防策が行えるよう
にします。

　医療安全の活動は、様々な職種と協力して取り
組むことで、職員一人ひとりが医療事故防止への
関心が高まると思います。組織の横の繋がりを大
切にして活動していきたいと思っています。
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新・医療の現場から
新・医療の現場から 医療安全管理者の仕事

平成８年４月～ 京都府立与謝の海病院勤務

平成２１年４月～ 専従医療安全管理者

平成２２年４月～ 副看護部長

プロフィール

室　田　邦　子
むろ　　 た　　  くに　　 こ  

医療安全の活動について

医療安全管理活動の主な内容

今 後 の 目 標

　安心で安全な医療には、患者様が自分の医療に
参加し、十分な説明を受けて自分の意思で治療方
針を決定することが求められています。患者様ご
家族の方が納得・理解して医療に参加出来るよう
な信頼関係（パートナーシップ）がとても大切で
す。

患者～医療者のパートナーシップ

　医療の安全性を高めるためには、医療従事者だ
けでなく、患者様やご家族の協力と参加が必要で
す。患者様に安全な医療を受けていただくために、
ご協力をお願いします。
①ご自分で姓と年齢を名のってください！

　病院には同じ姓や名前の患者様が多数いらっ
しゃいます。注射や検査など何度も患者様自身
に､ フルネームで名のっていただきますのでご
協力お願いします。

②自分の薬を確かめてください！
　薬袋の自分の名前・薬の内容・飲む時間など
一緒に確認してください。

③すべりにくい履き物をご利用ください！
　入院生活では､ 大きく環境が変わります。ス
リッパよりも滑りにくい履き物をご利用くださ
い。

④疑問に思った事は、確認をしてください！
　解らないことや ｢変だな｣ ｢いつもと違う｣
と感じた時は、医療スタッフへお尋ねくださ
い。

｢安全な医療の提供｣ へ
協力・参加のお願い

さいごに・・・
看護師を目指した理由

　幼少の頃、入院をした時の担当の看護師さんが
優しかったこと、叔母の生き生きとした看護師姿
がとても印象に残っていたことが看護師になろう
としたきっかけです。
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シリーズVol.16
各診療科のご紹介

麻 酔 科Medical
Informaition

　現在、病気に対してさまざま治療がおこなわれる中
で、手術を受ける方々も多くなってきました。手術を
受けられる方々のなかには、手術後の痛みがとてもつ
らいのではないかという不安をお持ちの方が多いよう
に見受けられます。ここでは、特に胸部や腹部の手術
に際しておこなう硬膜外麻酔という鎮痛法についてご
説明いたします。

　手術には、さまざまなものがあります。小さな傷で
すむものから、大きな傷になるものまであります。小
さな傷ですむものは、手術の後の痛みがすくない場合
が多いですが、傷が大きくなるとそれだけ手術の後の
痛みは大きくなります。しかし、乳房の手術や甲状腺
の手術の後は、傷の大きさの割に、それほど強い痛み
を手術の後に訴えられることがありません。手術の後
の痛みは、個人差もあるようですが、それ以上に、手
術の種類や傷の場所・大きさにより違いがあります。
特に胸やおなかを大きく開ける手術では、通常なら手
術後に強い痛みが生じます。このような手術の後の傷
の痛みが強い手術には、硬膜外麻酔（または硬膜外神
経ブロックともいいます）を行い手術の後の痛みの軽
減に努めています。

　痛みを伝える神経は、一度背骨の中の脊髄という神
経の束に合流して脳に伝わり、痛みとして認識されま
す。硬膜外麻酔は、痛
みの神経と脊髄のつな
ぎ目のあたりをねらっ
た痛みどめです。この
場所は、硬膜外腔とい
う組織構築が疎な部分
であり、局所麻酔薬を
注入すると広く広が
り、痛みの神経が脊髄
に合流するあたりにし
みわたるようになって
います（図１）。この
硬膜外腔は、背中から

深さとして４ｃｍから６ｃｍ程度で、背骨の間にあたる
場所です。
　ここで使う局所麻酔薬
は、神経の伝導を抑える
薬剤です。つまり、痛み
の刺激が伝える神経の働
きを弱めます。これによ
り、痛みの刺激が脊髄に
伝えることを抑えます。
局所麻酔薬の注入する量
によって、痛みを取る範
囲を調整することができ
ます。通常下腹部手術の
手術中は、みぞおちから
太もものつけねあたりま
でを麻酔します（図２）。

　技術を習得した麻酔科専門医師が、７ｃｍ程度の針
を背中から進めて、目的の場所を探り、チューブを入
れます。背中から５ｃｍ程度の深さのところに、印鑑
の径程度の骨と骨の隙間があり、その部分の先に目的
の場所があります。チューブは、１ｍｍ程度の細さで、
柔らかいもので、中空の針の中を通して進め、目的の
硬膜外腔に留置します（図３）。通常、手術の後２～
３日の間、留置したチューブを使って麻酔し続けます。

　まず、チューブを留置する時に起こる問題は、神経
損傷です。目的の場所から０. ５～１ｃｍ程度深い所に
は、脊髄という神経の束があります。この束は、硬膜

■手術の部位により手術の後の痛みは違
うのですか？

硬膜外麻酔
〜硬膜外麻酔で痛みの少ない手術を〜

京都府立与謝の海病院　麻酔科　細 川 康 二

P4

■硬膜外麻酔は、どのようにして痛みを
抑えるのですか？

■具体的な硬膜外麻酔の方法を教えて下
さい。

■どのような合併症や副作用があります
か？

図１

図３

図２
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 ＜ 麻酔科　医長＞
細　川　康　二 （ほそかわ　こうじ）

という比較的弾性のある袋に包まれているので、針を
進める際に誤って袋を破れば分かります。また、袋の
中には脳脊髄液という液体が満たされており、この液
が針を通じて漏れ出ます。この二重の発見機会がある
ので、脊髄を傷つけることは、非常にまれです。一方、
脊髄以外の背骨近くの神経を損傷する可能性もありま
す。硬膜外麻酔は、全身麻酔を行う前に意識の残った
状態で行っていますので、神経に針が近づいただけで、
激痛が起こりますので、通常は、神経を傷つけるまで
針を進めることはありません。
　また、手術の後、目が覚めた後も硬膜外麻酔を続け
ますが、そうしていると起ってくる副作用として、吐
き気、低血圧、下肢の脱力、尿閉（自分で尿がだせな
いこと）などがあります。これらの症状は、すべて局
所麻酔薬の注入をやめれば、正常に戻ります。

　下半身麻酔は、正しくは、脊髄クモ膜下麻酔といい
ますが、上に書いた硬膜を破りその中に満ちている脳
脊髄液に局所麻酔薬を混ぜるという方法で行います。
この方法では、すこしの局所麻酔薬で十分に胸から足
まで全体に麻酔され、足を持ち上げることもできなく
なります。通常、一回の脊髄クモ膜下麻酔は、２時間
程度で効果がなくなりますので、長時間の手術や術後
に痛みが強いような手術には不向きです。一方で、硬
膜外麻酔は、硬膜の外から局所麻酔薬をしみわたら
せるので、量も比較的たくさん必要で、効き方も脊髄
クモ膜下麻酔に比べれば、緩やかなものになります。
チューブを用いて持続的に麻酔を続けることができる
ので、長時間の手術中も痛みがありませんし、手術の
後の鎮痛に使用できます。また、手術のための傷口あ
たりの痛みを伝える神経だけを麻酔するので、硬膜外
麻酔中に足のしびれや脱力を感じることはほとんどな
く、立って移動できます。

　上に述べてきたように、硬膜外麻酔は、脊髄という
神経の束が入った袋（脊柱管と呼びます）の外にチュー
ブを入れて行います。骨がずれたりして、チューブを
入れるスペースが狭くなっている脊柱管狭窄症という
病気をおもちの方には、通常行いません。
　また、冠動脈疾患などの持病をお持ちで、抗血小板
薬・抗凝固薬という種類のお薬を飲まれている方にも
行うことができません。深部静脈血栓症の既往があり

■ 京都府立医科大学卒業
■ 麻酔科専門医
■ 麻酔科標榜医

肺血栓塞栓症予防として抗凝固薬を手術の前後に使用
する場合も同様です。理由は、チューブを入れる際に、
針先で硬膜外腔の血管を破ってしまった場合、この種
の薬のために止血が進まず血腫となり、脊髄を圧迫す
ること（硬膜外血腫といいます）になりかねないため
です。医師が抗血小板薬・抗凝固薬を休薬できると判
断した場合は、硬膜外麻酔を行っています。通常、休
薬期間は、手術を受ける一週間前と術後３日程度です。

　腹腔鏡という細いカメラを使った手術では、同じお
なかの手術でも傷が小さいので、硬膜外麻酔がなくて
も手術の後の痛みは座薬や飲みくすりなどで取ること
ができます。
　傷が大きい手術なのに硬膜外麻酔ができない場合
は、手術の後には麻薬性鎮痛薬というものを使い痛み
止めとします。硬膜外麻酔よりも、体を動かす時の痛
みが強いですが、じっとしている間の痛みは十分に取
ることができます。便秘や吐き気などの副作用がでや
すいことが問題です。

　麻酔科医が関わる手術は、特に治療を受ける方々が、
その治療の間に受ける苦痛が大きい場合です。全身麻
酔の間、患者さまは深く眠られており、痛みも感じな
い状態ですが、手術が終われば全身麻酔を終了し目を
覚ましていただくことになります。その際に痛みが少
ないようにする鎮痛法のひとつである硬膜外麻酔は、
とても有益なもので、術後の痛みを大変よく抑えるこ
とができます。我々麻酔科医は、日々、手術後の痛み
が少なく、満足して頂ける麻酔を提供できるよう努め
ています。
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■下半身麻酔とはちがうのですか？

■硬膜外麻酔ができない場合もあります
か？

■硬膜外麻酔ができない場合は、術後の
痛みが強いでしょうか？

《図のト書》
図 1．硬膜外腔周辺の解剖。オレンジの部分が硬膜外腔です。

この部分に局所麻酔薬などを投与すると、下の図の赤の
領域に局所麻酔薬が分布します。痛みを感じ取る神経が
ある後根神経節も局所麻酔薬が広がる領域にあります。

図 2．下腹部手術の手術中の麻酔（無痛）域。
図 3．硬膜外針の進め方と解剖。中空の Tuohy（テューイ）

針を黄色靭帯をつらぬいて硬膜外腔へ進めます。
　　（図は「硬膜外鎮痛と麻酔」（高崎真弓著）を改変）
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福祉施設の紹介福祉施設の紹介 第3弾福祉施設の紹介

①訪問入浴…無
②訪問介護…有
③デイケア…無
④デイサービス…有（利用定員30名）
⑤ショートステイ…有（利用定員12名）
⑥居宅介護支援事業所
　　　　…有／ケアマネージャー（4人）
⑦その他･･･小規模多機能施設25名
　　　×2カ所、グループホーム（9名） 

定　　　　員

当施設の特徴

ひ と こ と

住　所：京丹後市久美浜町湊宮467番地の60
施設長：仲原　裕司
Tel :（０７７２）８３－２１１１
Fax:（０７７２）８３－２１１２

58 名

特別養護老人ホーム　海山園

特別養護老人ホーム　久美浜苑

　府内で初のユニットケアを導入し、その人らしく
生活をして頂く為に個別ケアに力をそそいでいます。
　また、在宅サービスでは小規模多機能型居宅介護
施設（通い・訪問・宿泊サービスを一つの事業所で
受けることが出来ます）を中心に地元の方々と一緒
にさまざまな活動を通じ地域福祉に努めています。

①訪問入浴…無
②訪問介護…無
③デイケア…無
④デイサービス…有（利用定員45名）
⑤ショートステイ…有（利用定員8名）
⑥居宅介護支援事業所
　　　…有／ケアマネージャー（3人）

定　　　　員

当施設の特徴

ひ と こ と

住　所：京丹後市久美浜町169番地
施設長：田中　治男
Tel :（０７７２）８２－１５５５
Fax:（０７７２）８２－０１１４

50名

　久美浜病院に隣接し、介護と医療が密接に連携を
図りながら「全ては利用者様のために」をテーマに
心のこもったキメ細やかなサービスの向上に努めて
います。
　また、丹後久美浜温泉を備え、ゆったり入浴を心
がけています。
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