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各務原市須衛 会本新池（稲田園前）です。
今号の表紙は、纐纈照雄さんからのご提供で会本新池です。
写真のタイトルは、
「薫風爽やか（川鵜と亀と水蓮）」です。
高齢者生きがいセンター「稲田園」は、各務原市の北端須衛稲田山麓の会本新池を前景にして
開設された高齢者の健康増進、教養の向上やレクリエーションなどのための施設です。
大浴場、ステージ付きの80畳敷の大広間、娯楽室などがあります。
水蓮と親子亀を見て、自然と心の和む時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。

INDEX

表紙写真募集のお知らせ
皆さんによる各務原市内の風物と写真を広
報誌の表紙としてご紹介しています。次号の
募集については、8月中旬までの予定です。
たくさんのご応募をお待ちしております。

最先端の腹腔鏡下手術を本格導入
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胃がん、胃潰瘍や慢性胃炎の原因：ピロリ菌とは？

3/6

第二消化器内科部長
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新任医師紹介／お知らせ

4/6

市民公開講座「体に優しいがん治療」

ごきげんよう！ホームドクター

5/6

小島歯科医院／こんの歯科
過去のとうかいはこちらからご覧になれます。
http://www.tokaihp.jp/tokai/

▼

公立共済やすらぎの宿
プラザ洞津ホテル／グランヴェール岐山／HOTEL ルブラ王山

6/6

Vol.52 2013夏号

最先端の腹腔鏡下手術を本格導入
東海中央病院では、平成25年1月から、胃癌、大腸癌に対する腹腔鏡下手術を本格導入しており、
術後の合併症もなく、早期の退院が可能となっています。
4月からは、内視鏡外科技術認定資格を有する、日比健志消化器外科部長が赴任し、通常の腹腔
鏡下手術に加え、臍の穴のみで手術を行う単孔式腹腔鏡下手術を開始しています。
当院は、この手術方法を地域の皆様にPRし、患者さんに負担の少ない胃癌、大腸癌の治療を普
及させることによって、地域医療に一層貢献したいと考えています。

【腹腔鏡下手術とは】
腹腔鏡下手術とは、お腹の中に炭酸ガスを送気して空間をつくった後、お腹に小さな穴を開け、そ
の穴から電子スコープと操作用の器具を挿入して、映し出されたモニター映像を見ながら行う手術
です。傷が小さく、術後の痛みや癒着が軽減され、早期に社会復帰できるなど、多くの利点がありま
す。
消化器外科領域では1990年代頃から胆石症に対する腹腔鏡下胆嚢摘出手術が導入され、現在
では標準的な手術として受け入れられています。2000年代になると、早期の胃癌や大腸癌などの
悪性疾患にも適応されるようになり、最近ではフルハイビジョン映像
や操作用具の進歩により、より安全で精密な腹腔鏡下手術が可能に
なってきています。
ただし、すべての方が受けられる手術というわけではなく、進行し
た癌やお腹の手術歴があり、高度な癒着がある場合、肺疾患や心疾患
＜腹腔鏡下手術の手術創：胆嚢手術＞

を合併している場合などは適応外になることがあります。

【単孔式腹腔鏡下手術とは】
ここ数年で腹腔鏡下手術の新しい形として、臍に１つだけ穴を開けてその穴から電子スコープと
操作用の器具をすべて挿入して行う、単孔式腹腔鏡下手術が登場し
てきました。傷跡がほとんど残らないという美容的な利点があり、胆
石症や虫垂炎、胃腸の良性腫瘍などに行われつつあります。
当院では、大腸癌でも同手術を開始していますが、指導にあたる日
比消化器外科部長は、今までに全国トップレベルの症例数を実施して
おり、安全確実に同手術を行っています。
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

＜単孔式腹腔鏡下手術の手術創：大腸手術＞

単孔式腹腔鏡下手術・腹腔鏡下手術執刀医

日比 健志

消化器外科部長

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

渡邉 卓哉

外科医長

◆認定資格

◆認定資格

●日本外科学会指導医・専門医・認定医
●日本消化器外科学会指導医・専門医・認定医
●日本大腸肛門病学会指導医・専門医
●外科周術期感染管理暫定教育委・認定医
●日本消化器病学会専門医
●胃腸科認定医
●がん治療認定医
●消化器がん外科治療認定医
●マンモグラフィー読影認定医・ICD・産業医
●日本内視鏡外科学会技術認定医

●日本外科学会専門医
●日本消化器外科学会専門医
●消化器がん外科治療認定医
●日本がん治療認定医機構
がん治療認定医
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胃がん、胃潰瘍や
慢性胃炎の原因：ピロリ菌とは？
第二消化器内科部長
みなさん、最近テレビや雑誌等でよく目にす
るピロリ菌という菌をご存知ですか？

藤塚

宜功

ピロリ菌を診断する方法は、内視鏡を使って
行う検査と使わない検査の2通りに分けられます。

ピロリ菌の正式名称は、
「ヘリコバクター・ ピ

内視鏡検査では、胃粘膜の一部を採取してピ

ロリ菌」です。食べ物や飲み水から感染する経

ロリ菌の持つ酵素の反応が出るかどうかで判断

口感染がほとんどで、多くが幼少時に感染する

する迅速ウレアーゼ試験というものがあります。

と考えられ、日本の場合は50歳以上の約80％

また、内視鏡を使わ ない検査としては主として

の人がピロリ菌を保菌していると言われていま

血液検査でピロリ菌に対する抗体を調べる方法

す。現在は、生活環境が改善され、生活習慣も

と尿素呼気試験（ 呼気テスト）という特殊 な容

衛生的に変化してきたため、ピロリ菌保菌者は

器に息を吹き込んで調べる検査があります。患

減少傾向にあります。ピロリ菌がいるだけでは

者さんには、全く体への負担がなく30分ほどで

症状はなく、症状が出るのは、ピロリ菌が原因で

終了する簡単な検査で性能も優れているので、

何らかの病気が発症したときで、これは保菌者

特に除菌治療をしたあとに確実に除菌できた

の約3割程度の人に相当し、残り7割程度の人は、

かの判定によく使われる検査法です。

ピロリ菌に感 染した状 態でも何の 症 状も現れ
ません。

ピロリ菌の除菌治療法は3種類の飲み薬（胃
酸を抑える薬と抗生物質を2種類 ）を7日間飲

しかし、色々な病気の発生や進行に関係して

むだけです。この治療での除菌の成功率は、平

います。ピロリ菌が引き起こす主な胃の病気は

均8割です。最近、この抗生物質では効かない

以下の通りです。

耐性菌が出現し、除菌率の低下が問題になって

■胃潰瘍、十二指腸潰瘍

きていますが、その 場合には、二次除菌を行い

■胃がん

90％以上の除菌成功率が望めるようになりま

■萎縮性胃炎

した。

このうち萎縮性胃炎とは、胃の粘膜層が非常

今までは、ピロリ菌の除菌治療を保険診療で

に薄くなる胃炎でピロリ菌に感染すると長い年

行えるの は主に胃 潰 瘍、早 期 胃がんの 内 視 鏡

月をかけて萎縮性胃炎になります。最近、この

治療後だけでしたが、この2013年2月に萎縮性

萎縮性胃炎を母体として胃がんが発生すると

胃炎に対しても保険適応となりました。除菌前

いうことがわかってきました。萎縮性胃炎にな

に内視鏡検査で萎縮性胃炎を調べる事は必要

ると胃がんになる危険性が、4〜10倍に増加す

ですが、胃がんや胃潰瘍が無くても保険で除菌

ると考えられています。これまで、萎縮性胃炎は

治療が出来るのは胃がんの予防のためにもと

加齢現象と言わ れてきましたが、ピロリ菌感染

ても大切だと考えます。ピロリ菌に関しての検査、

者に萎縮性胃炎が多いことと、除菌治療をする

治療のご希望がございましたら、是非当院にご

ことで、そのリスクが改善することがわかってい

相談ください。

ます。
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医師

新任

日比 健志
外科部長

船曵 純哉
内科医員

（外科）

（内科）

このたび外科にお世話になることになりま
した。
専門は消化器外科で鏡視下手術を得意とし
ております。
何卒よろしく御願い申し上げます。

木村
医師

紹介

4月より赴任いたしました。
循環器を専門としております。
どうぞよろしくお願いします。

武博

寺島
医師

（救急外来）

常郎

（救急外来）

この度、研修医として働かせていただくこと
になりました。
地元である岐阜の医療に貢献できるよう頑
張りますのでよろしくお願いします。

至らない点が多々あると思いますが、精一
杯頑張りたいと思います。

市民公開講座
＜演題＞

体に優しいがん治療

＜講師＞ 東海中央病院 外科（消化器外科）
日比 健志 医師、渡邉 卓哉 医師
＜日時＞ 平成25年7月27日（土）
14時00分〜15時30分（開場：13時30分）
＜場所＞ 東海中央病院 3階 大会議室
<お問い合わせ先> メディカルサポートセンター Tel.058-382-3101
＊＊＊＊＊ 参加申込、費用等は必要ありません。お気軽にご参加ください！＊＊＊＊＊
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19
厚

生労働省は「初期の診療は医院・診療所で、高度・専門

→

医療は病院で行なう」という医療機関の機能分担推

進を掲げています。当院は、かかりつけ医と地域の病院がスムー

ふ

詳しく診てもらったほうがいいね。
紹介状を書くから東海中央病
院にかかってください。

→

る地域医療連携システムをめざしています。

かかりつけの先生が
診察

ちょっとした風邪だね。
薬を出しておきますね。

→

ズな連携を取りながら、地域の皆様に安心できる医療を提供す

具合が悪いなぁ
かかりつけのお医者さんに
行こう

→
→

だんは自分の健康状態の相談ができ日頃から信頼でき

かかりつけ医の先生に
報告書・検査結果をお
返事します。

るかかりつけ医に診察をしていただき、診療により専門

的な検査や治療が必要となれば、当院がかかりつけ医と患者さ
まの医療情報を共有することで、的確な医療を提供し、

→
紹介状持参
東海中央病院にて
診察

無駄な待ち時間や同じ検査の繰り返しなどを省きます。

院
医
科
歯
島
小

4 0586-89-3881
6 0586-89-3881

登録医名 小島 芳正
住
所 〒501-6022 川島松倉町2414
診療科
診療時間

休診日
駐車場

歯科一般
月曜日〜土曜日 午前9:15〜12:00
月・水曜日午後 午後2:00〜6:00
火・金曜日午後 午後3:00〜7:00
土曜日午後
午後2:00〜4:00
木曜日、日曜・祝祭日
10台

開院して31年になります。日々、診療の中で患者さんの
口腔内を診ることにより、治療は元より病気の予防、健康
維持につながるよう、患者さんごとに最適な医療を提供で
きるように心がけております。

URL http://www.kakamigahara-dent.gr.jp/kawasima/kojima/index.htm

こんの歯科

4 058-382-3100
6 058-382-3174

登録医名 金野 英二
住
所 〒〒504-0023 那加太平町1-221
診療科
診療時間

休診日
駐車場

一般歯科・小児歯科
矯正歯科・審美歯科
月曜日〜土曜日 午前9:00〜12:00
月曜日〜水曜日 午後2:00〜6:30
金曜日午後
午後2:00〜7:00
土曜日午後
午後2:00〜4:30
木曜日、日曜日・祝祭日
20台

URL http://www.konnodental.net/

私どもは、痛くない治療・正しいかみ合わせの推進、そしてなに
より患者の笑顔を信念に、27年間地域の皆様の歯を診てまいりました。
虫歯や歯周病、額関節病の基本的な治療を2種類のレーザー器具を
用いて丁寧に治療いたします。
どなたでも、患者の尊厳を尊重した治療を志し、結果として患者
の皆様がすてきな笑顔になっていただければ、それが私たちの喜び
でもあります。すべては皆様に安心して治療してもらうため、そし
て健康な歯、明るい笑顔のために。
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2名様より承ります。

2時間

〒500-8875 岐阜市柳ヶ瀬通6丁目14番地
TEL 058-263-7111
ホテルグランヴェール
http://grandvert.com/

検索

ルブラ王山では専用の法事の間をご用意しており
ます。
仏壇使用料・・・５
７
,７
５円（税サ込）
仏間使用料・・・６
３
,５
３円（税サ込）
お供物・お引出物等は当館にてご用意できます。
お寺さんでの
ご法要のあとの
お食事にも
ぜひどうぞ。
※詳細は、お気軽にお問合せ下さい。

至東山公園
名古屋I.C

とうかい
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発 行／〒504-8601 各務原市蘇原東島町4丁目6番地2
公立学校共済組合

東海中央病院

3(058)382-3101 5(058)382-1762
URL http://www.tokaihp.jp
発行人／病院長 坂本 純一

初診・再診受付時間 8：30〜11：30／毎週土・日曜日祭日全科休診
お願い 保険証等の提示
月に一度は保険証・医療証等を保険証提示窓口に提示してください。
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