
　新年あけましておめでとうございます。本年も

足柄上地域のさらなる発展に努めてまいりますの

でよろしくお願いいたします。

　さて最近、囲碁やチェスの世界チャンピオンが

人工知能（ＡＩ）を搭載したコンピュータに勝て

なくなってきたという報道を耳にします。ＡＩは

予め定められたルールや条件をもとに、自ら人の

ように柔軟に考え、決断することができますが、

昨今その能力は、驚くようなスピードで進化して

います。囲碁は人間の考案したゲームの中で最も

難しいとされており、その手数は宇宙に存在する

原子の総数より多いとされているにもかかわらず、

ＡＩは世界チャンピオンの経験や知識を超えてし

まったのです。車の自動運転もＡＩを使って数年

のうちに実用化されると言われています。車に取

り付けたカメラの映像や人工衛星から得た位置情

報などをＡＩが瞬時に分析して運転に反映してく

れるので、人はただ乗っていれば目的地まで運ん

でもらえるのです。Google社の技術者であるレ

イ・カーツワイル氏は2005年当時に「ＡＩは15年

以内に人間の知能レベルに到達し、25年以内には

人間の知能と知力を上回るようになるだろう」と

予想しています。

　医学もＡＩと相性が良い分野として知られてい

ます。大量なデータを分析して学習し、さらに新

しいデータを蓄積することができるため、これま

で医師が行ってきた診断をＡＩが行うことが可能

になるといわれています。

　例えばＣＴ画像から確

実に病変部位と診断がで

きるようになりつつあり

ます。すでに足柄上病院

でも人工膝関節手術の際

には、周囲の骨の位置情

報をＡＩが判断して、よ

り正確な位置に人工関節を設置できるコンピュー

タ装置を用いています。今後医療の世界にもＡＩ

を用いた技術はどんどん進出するでしょう。

　しかしＡＩの技術がいかに進歩しても、コンピ

ュータが人間のような感情を持つことはできない

ので、心のケアや全人格的な診療はできないと思

われます。これからの時代は、診断や治療にあた

り、進化するＡＩ技術を活用すると同時に、我々

医療者には、人間しか成し得ない医療   　 すな

わち、患者さん一人一人に寄り添う、心のこもっ

た医療   　 が、あらためて求められてくるで

しょう。また、患者さんを取り巻く医療・介護の

関係者が、ともに手を携えて、患者さんを支えて

いくことも益々重要となっています。

　時代が大きく転換してい

く中で、足柄上病院では、

これまで以上に近隣の病院

や医院、医療介護施設などとの連携を強化して、

地域の皆様に、心のこもった医療を提供していき

たいと考えています。今後とも、地域の中核病院

として、皆様の期待に応えられるよう、職員一同

取り組んでまいりますので、よろしくお願い申し

上げます。

新 年 の ご 挨 拶

病院長　　　　　　　
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かけはし
足柄上病院ジャーナル

  足柄上病院の病院理念

「あ」：安全で安心な医療を提供します。
「し」：社会の要請を担う政策医療を展開します。
「か」：患者中心の医療を実践します。
「み」：魅力ある自立した病院を目指します。



　外科手術は従来の開腹手術から1990年代以降に腹腔鏡手術が普及してきました。

　開腹手術は大きく切開して手術するのに対して、腹腔鏡手術は小さな傷を数か所

（３－５か所）おいて腹腔内（おなかの中）に炭酸ガスを注入し気腹（おなかを膨

らませること）して、腹腔鏡というカメラと鉗子などの手術器械類を腹腔内に挿入

してカメラのモニター映像を見ながら行う手術です。

　傷が小さいため術後の疼痛が少なく、また整容性（見た目）が良いとされていま

す。しかし腹腔内に癒着があると施行できないこともあります。

　現在では虫垂炎や胆石症をはじめ胃癌や大腸癌やヘルニアなど多くの手術に応用されている手術方法です。

　そんな腹腔鏡手術であっても数か所の傷がついてしまいます。そこでそんな傷を減らせないかと、2009年

ころより徐々に行われるようになった１つの傷で行う手術があり、単孔式腹腔鏡手術ＳＩＬＳ（Single 

Incisional  Laparoscopic  Surgery）またはＳＰＳ（Single  Port  Surgery）といいます。

　この単孔式腹腔鏡手術は、従来の数か所の傷で行っていた手術を臍
へそ

の１か所の傷で行います。実際の手術

は臍
へそ

を20－30mm切開して行います。臍
へそ

を切るのは抵抗があるかもしませんが、もともと臍
へそ

は胎生期の臍帯

を切った瘢痕（傷あと）のため窪んでしわがあります。このため臍
へそ

の傷は目立ちにくいのです。また術後の

傷はよほど臍
へそ

が浅くて小さい人でない限り臍
へそ

の中におさまってしまいます。そうです見えない傷となるので

す。

　例として以下に胆嚢摘出術での場合を提示します。

　通常の腹腔鏡手術はＡのように４か所の小さな傷で行いますが、単孔式腹腔鏡手術の場合はＢのように１

か所の傷で行います。実際の傷跡はＣのようになりよく見ないとわからず、見えない傷になります。

　もともと腹腔鏡手術は整容性に優れていますが、この単孔式腹腔鏡下手術は整容性に関してはとても優れ

ています。前出のように一見傷がないのですから。また腹部の筋肉を切らないので腹壁破壊もありません。

こういうと利点ばかりのようですが、１か所の傷だけですべての手術操作を行うため、高度な技術を要しま

す。このためすべての患者さんに行えるわけではありません。

　

　現在は安全性や根治性などを考慮して、虫垂炎（虫垂切除術）、胆石胆嚢炎（胆嚢摘出術）、腸閉塞（癒

着剥離術）、鼠径ヘルニア（小児から若年者）などの良性疾患のうち一部の患者さんを対象として行ってお

ります。適応等に関しては当院外科外来にてご案内させていただきます。よろしくお願いいたします。

見 え な い 傷 の 手 術

Ａ Ｂ Ｃ

外科　　　　　　　　
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①　脳神経外科　医長

②　脳から背骨まで困った

　　らご相談ください。

＊ 脊椎脊髄末梢神経外科

①　外科

②　よろしく

　　お願い致します。

足
柄上

病院のドクター紹介足
柄上

病院のドクター紹介
よろしくお願いします。よろしくお願いします。

～ 10月新任の医師 ～

～ 10月新任の医師 ～

①診療科　②一言メッセージ

＊専門分野・得意分野
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　３Ａ病棟は、昨年12月に産科と地域包括ケアの混合病棟となりました。生まれたばかりの赤ちゃんか

ら100歳を超える方まで、幅広い年齢の方が入院されています。

　産科では、院内助産を中心に、外来受診時から病棟助産師が関わり、妊娠中から産後まで細やかなケ

アを提供しています。また、好きな体勢で分娩できるフリースタイル分娩を実施し、産婦さんの産む力

を最大限にサポートしています。骨盤ケアクラスやおっぱい大好き倶楽部を開催し、出産前後の身体づ

くりや母乳育児のサポートに力を入れています。

　地域包括ケアとしては、在宅生活に向けた訓練、遊びリテーション、家族指導、ターミナルケア、ま

た在宅でのお看

取りなど、患者

さんやご家族に

寄り添う看護を

提供しています。

　助産師、看護

師が多職種と共

同し、患者さん

やご家族に少し

でも笑顔になっ

ていただけるよ

う力を合わせて

頑張っています。

病棟紹介③

　　 3A病棟

病床数：60床

診療科：地域包括ケア・院内助産

【３Ａスタッフ】
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　警備室は隊員４名です。毎日の勤務は、12時間と24時間の２名体制で行っています。

　平日の午前中は、１名が正面玄関にてボランティアの方と一緒に外来に来られた方

をお迎えしています。特に出入りする車と接触等が無いよう注意をしながら声掛けを

しています。

　巡回は、院内及び病院外周を交替で行います。巡回中は、不審者や不審物等の有無、

普段との状況の変化は無いか、などに注意をして回っています。

　院内では入院患者への面会受付の窓口業務も行っています。また、院内の各セクションからの放送

依頼にも迅速に対応しています。

　どの対応についても「親切・丁寧」を基本に、安心して頂ける警備業務を行ってまいります。

　私たち時間外・救急受付は、平日の午後から夜間、

及び病院がお休みの日は24時間体制で救急患者さんの

受付業務に携わっております。

　救急患者さんは、患者さんの重症度が高いため、臨

機応変で迅速な対応はもちろんのこと、細心の注意を

払って業務に当たっております。

　特に救急車でのご来院患者さんのご家族の方などは、

突然のことで動揺されており、その心中を察し、お気

持ちに寄り添うことを念頭に対応しております。

　今後も、来院される患者さんやご家族の不安を少し

でも和らげることができ、スムーズな救急診療の手助

けができるように努めて参りたいと思います。

いつもありがとうございます。

院内の警備、
　　時間外・救急受付をしています。

警 備

時間外・救急受付

ランチ講習会　「糖尿病スペシャル食」

日　時 ： 平成31年２月26日（火）11：30～13：00　場所 ： 研修室１（２号館２階）

参加費 ： 1,500円（材料、資料代として）　　　　　 申込制（２月１日～予約受付）

申込先 ： 栄養管理科 0465－83－0351（代）＊詳細はホームページおよび院内ポスターをご覧ください。
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　国民の医療安全に対する理解を深めることを目的に、厚生労働省が医療安全週間を設けるよう定めていま

す。足柄上病院では11月８日～15日の８日間を医療安全週間とし、院内各部門の医療安全の取り組みを展示

し、一般の方もご参加いただける「正しい手洗い」を手洗いチェッカーで体験できるイベントを行いました。

　また、医療安全絵画ポスターを近隣の小中学校に募集いたしました。ご応募いただいた作品を院内に展示

させていただき、その中から病院長賞、副院長賞、副院長兼看護局長賞そして医療安全推進室特別賞を選出

いたしました。病院にお見えになる患者さん・ご家族だけでなく、働く職員も素敵な作品に励まされました。

　「医療安全週間を終えて」　　　　　　　　　　　医療安全推進室

＝ご応募いただいた16作品＝ ご参加いただきありがとうございました！

各部門の医療安全の取り組み展示

　　　　　　　　「５Ｓ活動（転倒・転落予防の視点から）」をテーマに！

　病院には、よく似たお名前の方がたくさん来院されます。

　当院では、医療安全対策の一環として患者さんのお名前を

　　　　　　　　　フルネームで確認させていただいております。

診察や検査の際には、患者さんご自身またはご家族から、フルネームでお名前を

伝えていただきますよう、ご理解とご協力をお願い致します。

まず、フルネームで
　　　お名前を伝えて下さい。ご来院の皆様へ
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外来受診

『咳が出る』

『くしゃみが出る』

など症状があるときは

マスクをしましょう

面会

『咳が出る』『熱がある』

など症状があるときは

ご遠慮ください

入院される方へ

『熱がある』『家族や職場の人がインフルエンザ』の

場合、お知らせください。お部屋の検討をします

発行：神奈川県立足柄上病院　〒258－0003　神奈川県足柄上郡松田町松田惣領866－1

　　  （TEL）0465－83－0351 （FAX）0465－82－5377　　http://ashigarakami.kanagawa-pho.jp/
編集：神奈川県立足柄上病院経営企画課　（内線）5520

再生紙を使用しています

募集…「かけはし」に掲載する広告を募集しています。詳しくは地域医療連携室まで。

糖尿病フェスタ

足柄上病院主催「 医 学 講 座 」
　　第33回（平成30年度　第３回）

　　　　　　　「胃カメラ検査　～こわいけど…受けた方がいいの？～」

　　　　日　時：平成31年３月９日（土）14：00～16：00　受付開始13：30～

　　　　場　所：松田町立公民館　展示ホール（松田町松田惣領2078）

「 糖尿病公開講座 」第４回

　『糖尿病、こんな時どうする？』

　　　　日　時：平成31年２月28日（木）17：00～　外部講師：佐藤内科医院　院長　佐藤弘樹

　　　　場　所：講義室（２号館２階）　　

　　　　　　　　　　　＊公開講座の問い合わせ…　経営企画課　0465－83－0351（代）

＊要予約（２／12から予約開始）

＊予約不要です。直接お越しください。

インフルエンザ対策　ご協力のお願い

●営 業 日…　月曜日～金曜日（平日）

●営業時間…　10：00～14：30
　　　　　　　　※ラストオーダー　14：00まで

★手作りお弁当販売…　毎週 水・金曜日

★パン販売……………　毎週 火・金曜日

リニューアルオープン

足柄上病院の食堂で…

お弁当も！パンも！買えるようになりました!!

足柄上病院の食堂で…

お弁当も！パンも！買えるようになりました!!
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