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 病院長の新年のご挨拶 

 常勤医入職のご案内 

第10回 南河内心臓血管カンファレンス 

城山病院の移転後10年 

胃がんの腹腔鏡手術について 

お知らせ 

 ● 高齢化社会に求められる医療 

 新年明けましておめでとうございます。『城山病院は患者様のために存在します』の理

念のもと、高度医療で地域に貢献すると共に、かかりやすい病院であることを目指してま

いります。人口減少と高齢化が同時進行する時代になりました。 

 城山病院がこれまで行ってきた医療とこれから求められる医療について考えていきたい

と思います。 

 DPC（包括医療費支払制度）病院は病院の情報を開示することが求められるようになり

ました。城山病院のホームページにも病院指標として全国統一の定義と形式に基づいた指

標を作成して開示していますのでご覧ください。その中で年齢別の退院患者数のグラフが

あります。70歳以上の患者さんが実に62.7％を占めています。どこの病院も同じような傾 向で、高齢になるほ

ど病気に罹りやすいので当然のことだと思います。日本の人口は減少し始めましたが、高齢者人口はまだ増加しま

すので、当分は医療需要の増加は続きます。増加は年に2～3％程度と予想され、いずれは入院治療に支障をきたす

ことが予想されます。 

 そこで、国は地域医療構想を策定して高齢化に対処しようと考えています。病院としては入院日数を短くして多

くの患者さんを受け入れるしかありません。医療そのもの質の向上のみならず、地域連携の充実や訪問看護など、

安心して退院していただけるような支援も考えていかなければなりません。 

 ● 病院指標について 

城山病院 

福本 仁志院長 

 ● 日本人の死亡原因の推移と城山病院の診療の4本柱 

 城山病院が開設された1978年頃は死亡原因の1位が脳血管障害で、がん、心疾患と続いていました。また、この頃は第2次交通戦争と

言われた時代で、年間に1万人以上の人が交通事故で亡くなっていました。この時代は自動車同士の事故が多いのが特徴でした。した

がって開設当初の城山病院は脳外科、救急（整形外科）が診療の中心でした。1980年代になると死亡原因の1位はがんに取って代わりま

した。脳血管障害は減少し、がんと心疾患が急速に増加します。そして今もその傾向は続いています。2006年に病院を羽曳が丘に移転

してからは心臓血管分野に力を入れることになりました。 

 この分野は今では脳外科、整形外科に続いて城山病院を支える3本目の柱へと成長しました。外傷の診療が多い整形外科ですが、自動

車の安全性の進歩や交通網の整備等によって交通事故は減少します。整形外科の治療の対象も交通事故の若い患者さんから高齢者へと

移っていきます。高齢になると骨粗鬆症によって骨は弱くなりますので、ちょっとした転倒でも骨折しかねません。また、変形性関節

症で手術を行うことも増えてきました。高齢者ではさまざまな合併症を持っていることが多く、また術後に合併症を生じ易いことから

厳重な全身管理が求められます。多くの診療科があり専門医がいるという理由から城山病院に紹介され入院される患者さんも増えてい

ます。 

 現代は2人に1人が、がんにかかり、3人に1人が、がんで死亡すると言われますが、がんは近年の医療技術の発展で、早期発見で治療

した場合は、その後の生存率が大きく改善し、治る病気になりつつあります。日本製で高価だが良く効く新しい抗がん剤もできて話題

になっています。がんと言えば消化器（胃がん、大腸がん、膵臓がん、肝がん）が中心になります。数年前からこの分野の診療に力を

入れています。 

 現在、消化器センターでは消化器内科医と消化器外科医を合わせて11名の常勤医師が診療しています。女性では乳がんも罹患率上位

にあります。乳がん検診は女性医師と女性の放射線科技士が行っており、受診していただきやすい環境作りに努めています。がん治療

では手術のみならず痛みや心のケア、化学療法も重要な要素です。総合的に専門的ながん診療機能を有する病院でなければなりませ

ん。消化器疾患の診療（がん診療）を4本目の柱と位置付けて、病院あげて取り組んでまいります。 



 

 

 胃の粘膜構造は粘膜層→粘膜下層→筋層→漿膜（しょうまく）となっており、胃がんはまず一番上の層

である粘膜に発生し、横に広がった後、胃の内側から外側に深く浸潤していきます。がんが粘膜下層迄で

止まっている場合は「早期がん」とされ、内視鏡での治療の可能性が高くなります。しかし、その下の筋

層以上に深く浸潤した「進行がん」は、筋層に沢山の血管やリンパ管が通っているために、がん細胞が血

流やリンパの流れにのって転移しやすくなります。    

 この場合の治療は胃の切除と同時に胃周辺のリンパ節を取り除くリンパ節郭清（かくせい）そして食物

の通り道を作り直す再建手術も行わなければなりません。早期がんでも20％は粘膜下層やがん細胞周辺の

リンパ節などに転移が認められ、この場合もリンパ節郭清と再建手術をします。 

 

● 胃がんの進み方と手術 

● 胃がんでも腹腔鏡で手術ができる 

● 経験豊かな執刀医を選ぶこと 

 胃がんはすべて開腹手術を行っていた時代に、私が大学の医局にいた2000年から内視鏡手術の

手技が確立されました。腹腔鏡手術とは腹部に5㎜～1㎝の穴を5〜6カ所あけ、特殊な鉗子やメス

を入れる通路となる器具（ポート）を挿入します。ポートの1つから内部を映すカメラ（腹腔

鏡）を入れ、その映像をモニターで見ながら鉗子やメスを操作して胃やリンパ節を切除します。 

 胃がんの手術には幽門側胃切除術、幽門保存胃切除術、分節的胃切除術、噴門側胃切除術、胃

全摘術、胃局所切除術など多岐にわたりますが、当院ではすべてのケースにおいて、腹腔鏡手術

で切除から再建まで体腔内で行うことができます。この体腔内再建ができるのは南河内ではほと

んどなく、近畿でも数少ないのが現状です。 

 胃がんの腹腔鏡手術は２００２年から健康保険適用になり、進行胃がんの一部にも施行され、実施例は

格段に増えました。この手術のメリットは、開腹する場合と比較して、患者さんの体への負担が非常に軽

く、傷口も小さいので回復時間が早いなど沢山あります。しかし、内容は開腹手術と同じなので出血や感

染リスクは同様にあり、何より腹腔鏡手術はテレビモニターで様子を確認しながら器具を正確に扱うとい

う非常に高い技術が要るため、経験豊富な医師による執刀が必要です。 

 当院では技術認定医が２名在籍し、「手術をする」ではなく「病気を治す」「安全第一」を目標に掲げ

て日夜厳しい研修を行っています。ご質問のある方はお気軽に外来までお越しください。 

消化器センター 

消化器外科部長 

新田 敏勝 医師 

 平成25年 平成26年 平成27年 

開腹手術 212件 168件 93件 

腹腔鏡手術 90件 134件 226件 

総件数 302件 302件 319件 

消化器外科手術件数 

お腹の中 胃 

腹腔鏡 

頭側 足側 

● 最先端医療と手術件数 

 平成28年3月に導入された3D内視鏡ですが、何が素晴らしいかというと、映し出す画像の繊細さです。画素数が高く、ハイビジョ

ン画像を専用の眼鏡をかけて見る事で3Dに浮かび上がり、執刀医は手術をさらに安全に行うことができます。 

しかし先述したように、腹腔鏡手術は高い技術が必要で、医師は日々研鑽しなければなりません。3D内視鏡で手術がしやすくなっ

たと言えますが、内臓を引っ張る鉗子にかけるテンションなど繊細なテクニックがさらに必要になってきます。当院では技術認定

医が2人在籍し、研修にも力を入れています。これからも最先端医療で「手術をする」ことよりも、「疾患を治す」ことを目標に、

さらなる安全第一を掲げて診察してまいります。 

3D内視鏡イメージ 



 

 

 

 平成28年10月27日（木）に地域の先生方をお招きし、10回目を迎える地域連携の会「南河内心臓血管

カンファレンス」が開催。今年は心臓血管外科主任部長の土田 隆雄先生と不整脈科部長の黒飛 俊哉先

生から講演が行われました。 土田先生からは、最新の人工弁やステントグラフト、ペースメーカーにつ

いて動画や画像を用いて分かりやすい説明と、実際にステントグラフトや植え込み型デバイスなどの器

具に触れることで、参加された先生方にも最新の治療について関心を持って頂くことができました。  

黒飛先生からは不整脈に対する薬物療法についての講演として、開業医の

先生方が身近に診療される不整脈に対し、発生機序から薬物治療までの

基礎的な話をされました。特に 抗不整脈薬については、各クラスの作

用機序・特徴・どのような患者様に使うべきかを分かりやすく解説。講

演後の質問では参加された開業医の先生方が、実際に薬剤選択に困って

いる症例を黒飛先生に相談する場面も見られました。  

  

循環器科主任部長 

嶋田 芳久医師 

不整脈科部長 

黒飛 俊哉医師 

心臓血管外科主任部長 

土田 隆雄医師 

 

 

受付時間：月～金曜日 午前 8：30～12：00／午後13：00～15：30    
 

診療時間：月～金曜日 午前 9：00～12：30／午後14：00～16：00 

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

1診
（消化器内科）

土本 - 土本 - 東野 - 東野 - 三上 -

2診

（消化器内科） 辰巳 - 三上 - 松井 - 松井 - 辰巳 -

3診
（消化器外科） 川﨑

★川﨑
(肛門外来)
(受付14：00

迄)

片岡 -

石橋/1・3・
5週

川﨑/2・4
週

-

片岡/1･3･5
週　　(ヘル

ニア)
藤井/2・4週

- 石橋 -

4診
（乳腺）

★新田
(初診・予約の

み)
(受付11：00迄)

★冨永
(乳癌検診)
(受付15：00

迄)

木村

★木村
(乳癌検診)
(受付14：00

迄)

冨永

★冨永
(乳癌検診)
(受付14：00

迄)

冨永

★冨永
(乳癌検診)
(受付14：00

迄)

- -

5診
（消化器外科）

(乳腺)

太田
(消化器外科)

-
新田

(消化器外
科)

- - -
新田

(乳腺)

★新田
(ストマ外来)
（受付15：30

迄）

三好
(乳腺)

三好
(乳腺)

★(乳癌検診)
(受付15：00

迄)

金曜月曜 火曜 水曜 木曜

※曜日によって受付時間が異なる場合がありますのでご注意ください。 

※乳がん検診は予約制です。★→予約のみ診察 

※赤字は女性医師 

● 消化器・乳腺センター外来担当表 
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〒583-0872 大阪府羽曳野市はびきの２－８－１ 

患者サポート部 地域医療連携室 

福祉医療相談員（ＭＳＷ） 
    Tel 072-958-1000（代表） 

    Fax 072-959-0800  

    担当：梅原、三浦 

 

＜関連病院・施設＞ 

医療法人春秋会 介護老人保健施設 きし 

脳神経外科 外科・消化器外科 形成外科 眼科

神経内科 消化器内科 美容外科 皮膚科

心臓血管外科 乳腺外科 血液内科 放射線科

循環器内科 肛門外科 腎臓内科 救急科

内科 整形外科 泌尿器科

麻酔科 リハビリテーション科

城山病院の移転後10年 

看護師数 

 城山病院は平成18年に現在の場所に移転してから10年を迎えました。

この10年の成長をご覧ください。  

年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 

看護師数 151人 160人 164人 176人 194人 

年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 
29年度  

予定 

看護師数 192人 193人 198人 229人 258人 295人 

 2017年 春には約300人と、この10年で2倍になります。 

2016年8月より入院基本料7:1を取得し、急性期病院としての体制が

整い、今後は「看護の質向上」に向けて各部門分野の認定看護師を

増員予定です。 

  

  この度、12月から赴任とな 

 りました消化器内科の三上と 

 申します。お気軽に御相談下 

 さい。 

  

  

 ささいな事でも構いませんので 

 いつでもお気軽にご相談くださ   

 い。 

  

三上 高司
み か み  た か し

医師 髙井
た か い

 聡
さとし

医師 

 

 平成28年11月24日（木）に正面

玄関前にて献血が行われました。

51名の方が受付され、その内41

名に献血をして頂きました。ご

協力下さった皆様ありがとうご

ざいました。 

単位(人) 

消化器内科 脳神経外科 

第7回 大阪府理学療法士会 南河内ブロック  

新人症例発表会が開催されます。 

 日時：平成29年1月22日（日） 

 場所：すばるホール（富田林市） 

看護師数 


