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恵美

ごあいさつ
謹啓、陽春の候、皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶
び申し上げます。
さて、私こと久保敬はこのたび 4 月 1 日付をもちまして市立八幡
浜総合病院院長に任ぜられました。
当院は昭和３年に開設されて以来、この地域唯一の中核病院とし
て医療の中心的役割を担ってまいりました。その間、幾度も苦境に
立たされましたが、全職員の努力と地域住民の支持により、乗り切
ってきたわけでございます。
しかし今、全国的な傾向ではありますが過疎化が進む地域では、厚
生労働省の医療費抑制策のあおりを受け、大変に苦しい状態が続い
ております。このような時期に、浅学の身であり院長という大役に

久保

敬

院長

不安ととまどいの気持ちで一杯ではございますが、この地域の医療
の火を燃やし続けるため、私共々職員一同、一層精進いたす所存で
ございますので今後とも何とぞ倍旧のご指導ご鞭撻を賜りますよう
宜しくお願い申し上げます。

院長＆編集長のマッスル対談
（編集長）
院長就任おめでとうございます。先日、院長就任
のあいさつがありましたが「たかが数人の医師が辞
めたくらいで、傾くような病院であってはならない」

（編集長）

マッスル編集長と久保院長

当地域の救急医療の現状についてお聞かせ下さい。
（久保院長）
救急医療は、市民の生命を守る為、是非とも必要

ということを言われました。感動しましたねえ。院

です。２４時間の救急受け入れ態勢が、可能ならば

長の決意のほどがうかがえました。今のお気持ちは

何も問題はありませんが、昨今の全国的な医師不足

いかがですか？

の中で、当院も例外ではなく、内科、脳外科など医

（久保院長）

師の減少により、従前の機能の維持が困難となって

ありがとうございます。大変光栄に思う反面、重

きました。

責に不安や戸惑いもありますが、この病院のために
心血を注ぐ決意でございます。

（編集長）
今まで 24 時間の救急受け入れをしていましたが、

（編集長）
昨今、全国的な傾向で医師不足が問題になってお
りますが、当院の対策についてのご意見をお聞かせ
下さい？
（久保院長）

その中には一次救急もたくさんあったのではないで
しょうか？
（久保院長）
ありました。そのために医師の疲弊がピークに達
していたと思います。現状では、医師会が急患セン

すでに今月初めから愛媛大学、広島大学、山口大

ターでの一次救急を処理し、二次救急は当院が当た

学へ出向いております。大学の教室との関係を深め

り、三次救急は松山・宇和島へ搬送するという図式

て、絶え間なく医師を派遣していただけるような関

に乗って、市民の要求に応えるのが妥当と思われま

係を築きたいと思います。また適確で高度な診断能

す。更に、当院内科の現状を考えると、二次救急も

力を持ち治療方針を立てることのできる医師を育て、

週休２日（水・土）と言ったところが当院の果たせ

全国学会で症例報告ができるようなアクティブな院

る限界であり、これも近い将来見直しが求められる

内環境を創りたいと思っております。

と思われます。

（編集長）
愛媛県下でも、他院に比べ救急車搬送が異常に多

（編集長）
先日、先進病院の副院長の講演を聞きました。そ

い点についてご意見をお聞かせ下さい。

の時に「収益が上がっているにも関わらず、経費が

（久保院長）

それ以上にかさみ、病院の利益は駐車場と自動販売

当院は伊方地区や三瓶地区なども受け持ち、地域

機だけです」というような事を冗談交じりで言って

の基幹病院としての色が濃いうえ、同等の病院が無

おられましたが、当院の黒字化や将来についての構

いためどうしても救急車の入ってくる回数が多くな

想、また職員に対して望むこと等をお聞かせ下さい。

ります。そこで救急車搬送のシステム化・広域化が

（久保院長）

求められ、市民の皆様に対しては救急車の適正な使

おっしゃる通り、今の診療報酬制度や当院の地域

用をお願いしたいと思います。市立八幡浜総合病院

支援型基幹病院という立場を考えると、黒字化とい

は、市民にとって貴重な医療財産でありますが、医

うことは大変難しい問題です。しかしながら職員全

師不足の現在、限りある財産となった今、有効にそ

員がコスト意識を持ちモチベーションを高めていく

して大切に使って頂きたいと思っております。

ことが大切だと思います。一般企業では TQM があ
たりまえになっており、病院でもスタッフ一人一人

（編集長）
働く職員の負担が大きくなっている今、医療事故

がアイデアを出し、工夫できるようにならなければ
発展はありません。そのためには常に意欲的に自己

の防止のためにはどうすればいいのでしょうか？

のスキルアップに努め、豊富な知識と技術を磨かな

（久保院長）

ければなりません。公務員の既得権にすがり、業務

医療は急速に進歩し、スタッフの専門性が増して

を単純労作のようにこなすだけの職員は当院には不

おり、それにつれトラブルの数も増えております。

要です。また市民の為の病院であるという意識を持

ヒヤリ・ハットを分析し、日常診療に生かすことで

ち、もう一度原点に返って、診療に従事し、市立八

す。治療行為に関しては、全身全霊をかけて行いま

幡浜総合病院に勤務することに誇りを持てるように

す。また過去の経験を生かし、二度と不幸な事故が

したいと思います。

発生しないよう、職員一同周知徹底したいと思いま
す。

（編集長）
素晴らしいお考えですね。かの有名なアーノルド

（編集長）
スタッフのスキルアップについてのお考えをお聞

シュワルツネガーも「ＷＩＬＬ

ＰＯＷＥＲ」とい

う事をさかんに言っていましたが、その通りだと思

かせ下さい。

います。院長の意欲的な考え方がよく伝わりました。

（久保院長）

今日はお忙しいところ、ありがとうございました。

医療が高度になり専門性が増している今、スキル
アップのための努力は必須です。積極的に学会や、
院内外での研修会に参加し、医療のみならず情報収
集をすることも大切です。また研修医・パラメディ
カルの人達が、当院に実修に来て頂くことも大歓迎
です。現在いるメンバーも刺激を受けますし、指導
教育するという事で自分の勉強にもなります。病院
は、常に若い力、若さが必要であります。そして、
当院に就職してください。

（久保院長）
こちらこそ、ありがとうございました。
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「辛い膝の痛み」と共にサヨ～ナラ～
膝関節痛
膝関節は大腿骨（太ももの骨）、脛骨（すねの骨）、

皆様、こんにちは。整形

膝蓋骨（おさらの骨）の３つの骨で構成されており、

外科の泉田です。手、足、

主に４つの靭帯で支えられています。さらに、その

膝や背骨などにお悩みの

骨の表面には関節軟骨があり、大腿骨と脛骨の間に

ある方は、整形外科の診察
をお勧めします。私はこの

は半月板という軟骨が２つ存在します。これらすべ

号が出る頃には転勤とな

てが、膝関節の円滑な動きに必要です。加えて関節

っています。色々とお世話

液という液が関節内にあって、抵抗のない"つるつる

になりました。

"とした動きが行えるようになります。これらのうち、
どれが欠けても"良い膝"にはなりません。

整形外科

泉田泰典

の内服とほぼ同様の効果があると報告されています。

膝に悩みをかかえる方は老若男女様々です。若い

薬の副作用も考えず、筋力訓練なら家で行えば"タダ

人では、主にスポーツや事故により膝を痛めること

"ですし、良い事づくしです。あと、"膝の溜まった

が多いです。骨折はもちろんですが、スポーツのや

水をぬくと癖になる"という人がいますが、そんなこ

り過ぎで膝を痛めたり、膝を捻ったりすることで痛

とはありません。"膝に水が溜まる"のはそれだけ膝

むこともあります。最近では、プロスポーツ選手な

の状態が悪いからなのです。このような方には関節

どが、靭帯損傷や半月板損傷などで関節鏡視下手術

内注射を行うことが多いですが、最近ではヒアルロ

という方法で治療したという報道をよく耳にします

ン酸という関節軟骨の構成成分の注射があります。

が、八幡浜でも私たち整形外科医がこの手術を行っ

注射にもいろいろ種類がありますので、整形外科医

ています。関節鏡はこれまでの手術と違い、小さな

に相談してみましょう。

傷口で手術できることから、以前に比べ術後の痛み

手術療法には、段階的に①関節鏡視下手術②骨切

も少なく、傷口もあまり目立ちません。靭帯や半月

り術③人工関節置換術とあります。変形がひどい方

板のひどい損傷を放置しておくと、年齢を重ねるに

には人工関節置換術が適応となります。この方法は、

つれて関節軟骨が破壊され、骨と骨が直接触れるよ

除痛効果にとても優れています。しかし人工関節に

うになり、関節内に関節液が溜まり（よく、膝に水

も弱点はあり、①感染に弱い②関節可動域の減少③

が溜まったといいますが）、耐え難い痛みが現れ、関

耐用年数の限界などがあります。しかし、最近では

節が変形してしまいます。そうなる前に整形外科を

人工関節の改良によりこの弱点も克服されつつあり

受診してみてください。

ます。年齢や持病により手術が困難な方もおられま
また、高齢の方で膝の痛み

が強い人では、多くの人がい

すので、まず一度整形外科医の診察を受けてみてく
ださい。

わゆる"O 脚"になっており、
レントゲン写真を撮ると膝
の内側の軟骨が無くなり、"
骨のとげ"が出てきて、著名な
膝関節の変形が起きていま
す。この疾患を変形性膝関節症といいます。

変形性膝関節症のレントゲン写真

治療としては、大きく分けて保存療法と手術療法
に分かれます。保存療法（手術をしない治療）には
体重の減量、リハビリでの温熱療法や筋力増強訓練、
装具療法（足底板や膝装具）、鎮痛剤の内服、関節内
注射などの方法があります。皆さんにお勧めするの
は筋力増強訓練です。膝痛の方には主に大腿四頭筋
訓練が有効です。ある論文では、筋力訓練が鎮痛剤
命

命

命

命

人工関節置換レントゲン写真
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命

命

命
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えがお人に聞く、「命の大切さを伝えたい！」
太郎：現在の活動状況を教えてください。

太郎君の突撃インタビュー
皆さんこんにちは、広報部の太郎です。今日は当

原田：2001 年に八幡浜市内の中学校から始めたの

院が誇る美人＆スタイル抜群スーパー助産師・原田

ですが、昨年度は八幡浜市内の中学校 8 校と、西予

恵美さんにインタビューをさせ

市、四国中央市など年間約 13 校になりました。

ていただきました。原田さんは

太郎：性教育

「命の大切さを伝えたい！」そん

を行っての反

な思いから、子供たちへの性教育

応はどうです

活動を続けられています。

か？
原田：毎回、

太郎：原田さん、こんにちは。今日はお忙しいとこ

授業の後に感

ろをありがとうございます。早速ですが、いつ頃か

想文を書いて

ら性教育活動をされていますか？

もらっていま

原田：私が性教育を始めたのは、平成 7 年度から、

す。感想の一部ですけど「高校生になったら性行為

愛媛県助産師研究会で思春期について学び始めた頃

はするものだと思っていたけれど、ちゃんと責任を

からです。

取れる年にならないと性行為をしてはだめだと思い

太郎：学校で性教育を始めたきっかけは何ですか？

ました。」や「私は人形の赤ちゃんを抱きましたが、

原田：愛媛県の人工妊娠中絶率（２００４年）は常

とても重かったです。この重さが命の大切だと考え

に全国平均を上回っています。性交についても 16

ると、今の私には子供を自分で育てていく事も、抱

歳で４１．２％の経験があるという結果がでました。

く事も出来ないと思います。何年かたって私が立派

臨床の現場においても、10 代の出産・人工妊娠中

な大人になった時は笑顔で母子手帳を受け取りま

絶の増加が感じられました。妊娠した子供達には出

す。」といった感想をもらっています。子供達と向き

産するか、中絶するかの選択方法しかありません。

合って事実を語ればきちんと伝わると感じました

「子供達の涙を見る前に伝えなければならない。」と

太郎：今後の抱負についてお聞かせください。

いう思いから、実際に教育現場へ出向いて話をしよ

原田：今の私にとって学校へ行くことは、子供達か

うという事になりました。

らエネルギーと感動を貰っているように思います。
生まれてきた子供たちが人生を送るために少しでも
役立つよう、今後も性教育活動を続けていきたいと
思います。

太郎：始められた当初、性教育の受け入れはよかっ
たんですか？
原田：もちろん最初から全ての受け入れがいい訳で
はありません。初めは「セックスという言葉は使っ

太郎：助産師として、忙しい業務の中、子供たちに

て欲しくない。そんなことは中学生には早い。自然

命の大切さ、自分の大切さを自分自身の声で伝えて

に知ることだ。」という意見もありましたが、授業を

いる、原田恵美さん。とても生きいきとした笑顔が

重ねていくにつれ、学校の受け入れがよくなってき

印象的でした。

ました。
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外来診療担当医一覧
診療科
午前

内科

受付時間
午前

月

火

水

木

金

仙波・平山

平山・長谷部

上村・岩田

岩田・長谷部

酒井・仙波

岩田

上村・清家

平山・酒井

上村・榎本

酒井

酒井

休診

酒井

休診

柳田

柳田

柳田

柳田

田川／瀬野

的場・蘓村

国吉・新藤

国吉・蘓村

的場・蘓村

国吉・新藤

廣井・小泉

小泉・慢性疾患

廣井・乳児・予防

小泉

廣井

久保・温泉川・兒玉

坂上・温泉川・堀田

堀田・坂上・兒玉

温泉川・久保・兒玉

兒玉・坂上・堀田

松田

松田

松田

松田

松田

武田

柳垣

武田

愛大医師

柳垣

山中・月岡

月岡・山中

山中・産後健診

月岡

山中・月岡

休診

休診

愛大医師

愛大医師

愛大医師

佐々木

佐々木

佐々木

佐々木

佐々木

住田

休診

中城

休診

浜川

午後

8:30
～
11:00

な
し

午後

脳外科
外科

8:30
～
11:30

小児科

科
に
よ

っ

整形外科

て
曜
日

皮膚科

、

泌尿器科
産婦人科

8:30
～
11:00

時
間
が
異
な
り
ま
す

眼科
耳鼻科
口腔外科

●担当医は変更になる場合がございます。
ホームページアドレス http://homepage3.nifty.com/ycgh/
●受付時間は各診療科によって異なりますので、詳細につきましては当院へお問い合わせ下さい。

当院へのＡＣＣＥＳＳ

〒796-8502
愛媛県八幡浜市大平１番耕地 638 番地

TEL：0894-22-3211
FAX：0894-24-2563
病棟

お
見
舞
い
時
間

一般

時間

11:00～13:00
15:00～20:00
11:30～12:30

新生児

14:30～15:00
17:00～18:00
19:30～20:00

実は
もうすぐ娘が
生まれます！
ルンルンルン・・・

タクシー
JR 八幡浜駅から５分 フェリー乗り場から３分
バス
JR 八幡浜駅から１０分 市役所前から３分
自家用車でお越しの場合
広報部の仲間入りをしました大地です。
愛宕山トンネルを三崎方面へぬけ、最初の信号を左に曲がり
次の信号を右に曲がってつきあたりです。
●嫁は年上の検査技師です。僕は放射線技師で、
技師どうし仲良くギシ×2 やっております。

