
腎臓は通常背骨の左右に1個ずつ計2個ある臓

器です。血液から尿を濾す腎実質と、出来た尿を

集めて膀胱へ流していく腎盂とに分かれます。今

回は腎実質に出来る腫瘍についてお話します。

腎細胞癌は以前はグラヴィッツ腫瘍と呼ばれ、

血尿、腎部腫瘤、腎部疼痛を3主徴とする癌でし

たが、現在では3つの症状がすべて揃っている方

はほとんどいなくなりました。発見原因として

は、人間ドックや内科で行なった超音波検査、腹

部CT検査などでたまたま腎臓に何か出来ている

と診断され、精密検査で腎細胞癌と診断される方

が半分以上となってきました。そのため発見され

る腫瘍の大きさも小さなものが増え、お腹を触っ

てもシコリがわかるほど大きな腫瘤の人はほとん

どいなくなりました。腎細胞癌と診断された場合

には、治療としては腎臓を丸ごと1個癌を含めて

取ってしまう根治的腎摘出術と言う手術が標準的

には行われます。腎臓を1個取ってしまうので、

腎機能は半分に下がってしまいます。そのため、

もともと腎機能が低下している人で手術後に血液

透析が必要になる事が予想される時には、腫瘍だ

けを切り取って正常な腎臓をできる限り残す腎部

分切除術を行う場合もあります。小さな癌が増え

てきましたので、腎臓全部を取るのはモッタイナ

イので腎機能が良い人でも腎機能を出来る限り残

すため腎部分切除術を行う方が良いと言う考え方

もあります。手術を行うには全身麻酔を必要とし

ますので、心臓や肺などが弱っていて麻酔がかけ

られない（手術が出来ない）場合には、腎臓の動

脈に詰め物をして癌に血液が行かないようにし

て、酸素や栄養を絶つという腎動脈塞栓術を行う

こともあります。この治療法は局所麻酔のみで行

えますので体に対する負担は少なく、高齢者であ

っても可能です。転移は肺、骨、脳によく起こり

ますので、治療後も一定の間隔で検査を続けてい

くことが大切です。近年、分子標的薬という新薬

が日本でも使用可能となりましたので、転移を起

こしていても長生きが出来るようになって来まし

た。

子供に出来る腎臓癌にはウイルムス腫瘍があり

ます。大人に出来る腎細胞癌とは違って、血尿と

なることはなく、お母さんがお子さんのお腹を触

って何か柔らかいシコリを感じることが発見のき

っかけとなることが多いです。治療はやはりまず

手術を行い、その後は進行度によってアメリカウ

イルムス協会の治療方針にのっとって治療を進め

ます。

もうひとつ超音波で発見される腎腫瘍には腎血

管筋脂肪腫があります。比較的女性に多い腫瘍

で、これは良性腫瘍です。名前のとおり腫瘍内に

脂肪を含んでいるためCT検査で脂肪が確認出来

れば良性と診断出来ます。しかし、直径が4cm

を超えるようになると自然破裂の可能性が高くな

るので、予防的に腎摘出術をするか腎動脈塞栓術

を行うことが推奨されています。

腎臓の腫瘍について
坪 井 成 美
（つぼい　なるみ）

泌尿器科　部長
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▶胆汁とは
胆汁とは肝臓から一日に1リットル近く分泌される

液体で脂肪の消化吸収を助けています。肝臓で作られ
た胆汁は肝臓内の肝内胆管を通り、一本の総胆管に集
められます。総胆管は膵臓の中を通った後十二指腸に
開口します。胆汁は常に十二指腸に流れ出ているわけ
ではなく、総胆管から枝分かれした胆嚢という袋に蓄
えられ、濃縮され食べ物が十二指腸を通るタイミング
で胆嚢が収縮し、消化を助けます。
▶胆石とは

この胆汁の流れる肝内胆管、総胆管、胆嚢を合わせ
て胆道と呼び、どこにでも胆汁成分が固まって結石の
できる可能性がありますが（図）、一般的には胆嚢結
石を胆石と呼んでいます。日本人の胆石保有率は食生
活の欧米化や高齢化、検査の進歩にともない年々増加
しており、成人の10人に１人近くが胆石をもっている
とされています。

▶胆石の原因
以前から胆石症の患者さんには4Fが該当すると言わ

れてきました。それぞれを見てみましょう。
1）Fat（肥満）胆石症の患者さんは非胆石症の患者さ

んに比べ肥満傾向にあることが確認されていま
す。一方肥満者が急激に減量すると胆石のリスク
が高くなります。

2）Female（女性）女性の胆石保有率はどの年齢で
も男性の1.5〜2倍あります。

3）Fertile（多産）胆石症の患者さんでは有意に妊娠
回数が多い特徴が指摘されています。

4）Fifty（50歳）10年以内に胆石症の発症するリス
クは55〜62歳の年齢層で最も高いことが知られ
ています。

この様な特徴のある胆石ですが、胆汁中のコレステ
ロールの増加する糖尿病、高脂血症でもリスクが高く
なります。
▶胆石の症状

胆嚢に結石があっても多くの場合は無症状ですが、
一年間に無症状患者の1〜2％が重篤な症状を発症し
ます。

特徴的な症状は胆石疝痛(せんつう)と呼ばれる腹痛で
す。これは脂肪分の多い食物をとったあとに起きる上
腹部、とくに右の肋骨の下あたりの痛みです。この状
態で胆嚢内に細菌が感染すると、急性胆嚢炎を起こし
高熱を出します。
▶胆石の治療

胆石症に症状が現れたなら手術をお勧めします。胆
嚢癌に胆嚢結石が合併する頻度は高く40〜75%と報
告されていることからも、長期に胆石を持っているこ
とは良いことではありません。

現在、腹腔鏡下胆嚢摘出術が世界的に胆嚢結石治療
の第一選択となっている治療法です。開腹胆嚢摘出術
に比べ、おなかの傷が小さ
く、早期に退院・社会復帰が
可能です。胆嚢を残して結石
だけをとれないかとよく質問
されますが、結石だけをとる
ほうが胆嚢ごと摘出するより
もむしろ危険ですし、隠れた胆嚢癌を残してしまう危
険があります。また胆嚢を摘出した後の影響を懸念さ
れる方がいますが、ほとんどの方においては日常生活
にまったく影響ありません。

検診などで胆石が見つかったら外科外来にてご相談
下さい。

病気
の話

胆石について
外科　准教授・医局長　　横室　茂樹　

（よこむろ し げ き） 　  
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皆さん、「不整脈」と聞いてどのような状態を思い
浮かべますでしょうか？検診を受けたら「あなた、不
整脈がありますね。でも大丈夫ですよ。」と言われた
方もいるでしょう。一方で、昨日まで元気だった知り
合いの方が突然お亡くなりになり、原因は不整脈だっ
たなんていう話を聞いたことがある方もいるかもしれ
ません。不整脈と一言で言っても、実はいろいろな種
類の不整脈があり、放置しておいても全く心配がない
ものから、直ちに治療を行わなければ命にかかわるも
のまであるのです。

私たちの心臓は、全身に血液を送り出すポンプとし
て働いています。心臓は私たちが特別に意識しなくて
も自動的に収縮と弛緩を繰り返しています。皆さん正
常な心臓がどうやって絶え間ない運動を繰り返してい
るかご存知でしょうか？心臓はポンプとして主に機能
している“心室”という部屋と、心臓に還ってきた血
液を一旦集めておく“心房”という部屋に分かれてい
ます（図）。

心房の上部には“洞結節”と呼ばれる心臓の管制塔
のような場所があり、ここから正常では電気信号が一
定の間隔で発生します。洞結節から出た電気信号は
“房室結節”という中継点を介して心室へ伝播し、1
回の心拍が起こります。すなわち正常の心臓では洞結
節から発生した興奮が心臓全体に伝わることによって
動いているのです。

ところが、洞結節以外の部位から時に異常な興奮が
発生することがあります。これは“期外収縮”と呼ば
れ、心拍の乱れの原因となります。正常の方でも一日

を通して心電図を記録すると、多少の期外収縮は出て
いるのが普通で、殆どの場合は健康上の問題とはなり
ません。検診などで不整脈があるが大丈夫というケー
スは期外収縮の場合が多いと思います。時にこの期外
収縮による脈の乱れを強く自覚し、気になって生活の
支障となってしまう方がおり、その場合は薬物によっ
て期外収縮を抑えることも可能です。しかし、大抵の
期外収縮は「良性」のものですので、あまり気にしな
いのが最善です。嗜好品（アルコール、喫煙、カフェ
インなど）により期外収縮が増える方もいますので、
心当たりがあれば生活習慣を改善するのも一法です。
また、期外収縮自体は良性ですが、心臓に病気がある
と期外収縮が増えることがあり、期外収縮の多い方は
心臓に病気が隠れていないか一度医療機関で調べても
らうと安心でしょう。

期外収縮は数拍の脈の乱れとして起きますが、洞結
節以外から生じる異常な興奮が連続して発生すると
“頻拍症”となります。頻拍は通常“動悸”として自
覚されますが、心拍数が高いために心臓の動きがつい
ていけずポンプ機能が落ちてしまうと、めまいや失
神、胸痛、息切れといった症状が出る時もありますの
で、急にそのような症状が起きて治まらないといった
場合は、直ちに医療機関を受診する必要があります。
“動悸”は精神的な不安が強い場合やパニック障害な
ど、心臓に問題がなくても症状として自覚することが
あり、検査をしないと動悸が不整脈によるものかどう
かは必ずしも分かりません。不整脈は心電図を記録す
ることで診断しますが、重要なことは動悸などの症状
がある時に検査を行うことです。実際、症状がない時
の心電図は全く正常のこともあります。心電図は内科
系を標榜する医療機関であればほとんどの施設で行う
ことが可能ですので、動悸が持続する場合には最寄り
の医療機関を受診して心電図を取ってもらうと良いで
しょう。動悸があまり持続しないため、通常の心電図
を記録する時はいつも症状が治まってしまい、診断が
つかない場合はいくつか方法があります。最も一般的

病気
の話

不整脈ってどんな病気？
循環器内科　病院講師　　丸山　光紀　

（まるやま みつのり） 　
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な方法はホルター心電図といって24時間心電図を記録
する検査があります。ホルター心電図の記録中に問題
の症状が起これば、それが不整脈によるものかどうか
が分かります。しかし、ホルター心電図は1日だけの
記録ですので、動悸発作の頻度があまり多くない方で
は原因が特定できない場合もあります。そのようなケ
ースでは携帯型心電図による長時間のモニター記録を
行う検査や、カテーテルという細い器具を使って不整
脈を誘発できるかどうか調べる心臓電気生理検査があ
りますが、これは施行可能な施設が限られていますの
で、主治医に相談して下さい。

動悸発作の原因が不整脈だということが分かったら
治療が必要ですが、治療には抗不整脈薬というお薬で
治療する方法と、カテーテル・アブレーションといっ
て異常な興奮の発生部位を電気で焼いて治療する方法
があります。また、生命に関わるような不整脈の場合
は、植え込み型除細動器という特殊な治療器具が必要
となる場合があります。いずれにしても、不整脈の治
療は高度な専門知識が必要のため、専門医を受診され
ることをお勧めします。

不整脈にはこれまで述べてきたような洞結節以外の
場所から発生する異常興奮によって起こる“頻拍性不
整脈”の他に、正常の心臓の興奮が上手くいかない時
に起こる“徐脈性不整脈”があります。これは洞結節
の機能が弱くなって心臓の興奮頻度が必要以上に落ち
てしまう場合と、洞結節からは正常に興奮が発生して
いても、その興奮が心臓全体に広がる過程がどこかで
ブロックされて心臓がうまく興奮できない場合があり
ます。症状としては、特に誘因もなく突然血の気が引
くようなめまいが起こったり、ひどい場合には失神に
至ることもあります。運動しても脈が早くならないた
めに、疲れやすくなったとか息切れがするといった症
状を訴える方もいます。診断は、頻脈性不整脈と同様
に心電図を記録することが基本です。治療は薬で上手
くいく例は少なく、ペースメーカーという心臓が上手
く興奮できない時に代わりに心臓を刺激してくれる機
械を植え込む手術が必要になる場合が多いですが、患
者さんによって手術が必要かどうかは異なりますの
で、主治医とよく相談してください。



2011年12月号〈5〉

病院内で発生する転倒転落
医療安全管理部　医療安全管理者・看護師長 遠藤　みさを

（ え ん ど う み さ を ）　

事故
の話

病院内で発生する転倒転落のその殆どは、医療者が
見ておらず、ドスンという大きな物音で駆けつけると
ベッドから転落していた、ベッドから降りて歩き始め
ようとして転倒していたという状況にあります。この
転倒転落は医療施設において深刻な問題となっていま
す。その理由には、①発生件数が非常に多いこと。②
事故発生時および事故後に当事者である患者様に及ぼ
す心身の影響が大きく、一過性ではなくその後の生活
の「質」を根底から崩してしまうこと。③効果的な対
策が見出せないことなどにあります。患者様・ご家族
など医療受容側と医療提供側双方にとって転倒転落が
もたらすデメリットは計り知れません。具体的には、
①患者様が外傷や骨折など身体的影響を受け、最悪の
場合は寝たきりや痴呆、生きる意欲を失う原因となっ

てしまう。②患者様に転倒後不安症候群が出現し、ま
すます、足腰の筋力が低下し社会復帰が難しくなる。
③転倒転落が発生することで、患者様やご家族にケア
上の不信感を与える。④医療関係者も落胆し、ジレン
マにさいなまれるなどです。転倒転落の主な発生要因
は患者側に存在し、易転倒性にかかわる加齢・疾病・
障害などがあり、増幅要因として、向精神薬などの服
用や病状の変化があります。そして、更に行動や環境
上の危険要因が複雑にからんで発生するため、病院内
で決定的な発生防止対策を見出すことが困難となって
います。当院でも試行錯誤の中、1つの防止対策として
入院前に自宅で行える「転倒転落を予防する効果的な
運動プログラム」を作成するに至りました。その一部
をご紹介させていただきます。

「転倒・転落」を予防するための効果的な運動

1．足の筋力を強くする
仰向けに寝て、膝の下に丸めたタオルを入れます。
タオルを下に押し付けるように足に力を入れます。
このとき、足首を上に反らせ、そのまま、5秒止めます。左右10回程度行いましょう。

～ご注意～（運動を開始する前に）

○本プログラムへの参加は、皆様の自由意思を尊重するものであり、強要するものではありません。
○医師から、運動制限や運動中止などの指示がある場合は、医師にご確認下さい。
○心臓疾患や血圧の変動がある場合も必ず、医師にご確認下さい。
○痛みが増強した場合や気分が悪くなった場合は、無理せず中止しましょう。
○一度に長時間行うよりも、1回5～10分間くらいを1日1～2回行う方が効果的と言えます。
○無理のない範囲で、ゆっくり、休みながら行ってください。

2．足をまっすぐあげる
仰向けに寝て、片方の膝を立てます。逆の足は
膝を伸ばしたまま45°くらいまで足全体をあげ、ゆっくりおろします。
このとき，足首を上に反らせます。左右10回程度行いましょう。
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3．足を開く
仰向けに寝て、両膝を伸ばします。足全体を開き、その後、ゆっくり戻します。
10回程度行いましょう。

4．足を閉じる
仰向けに寝て、膝を伸ばします。ボール（たたんだタオル）をはさみ、両膝に力を入れ、
５秒止めてから、ゆっくり戻します。10回程度行いましょう。

5．つま先を上げる
仰向けに寝て、両足首を上にゆっくりと反らします。
そして、5秒止めてから、ゆっくり戻します。10回程度行いましょう。

6．おしりの筋肉を強くする
仰向けに寝て、両膝を立てます。
お尻を天井に向うように上げます。5秒止めてから、ゆっくり戻します。10回程度行いましょう。
＊麻痺側の膝が保持できない場合は保持するよう介助して下さい。

7．腰掛けて足を伸ばす
両手で図のように椅子の淵などを持ち、上体を固定します。
片方の足をまっすぐに伸ばします。このとき足首を上に反らせます。
そして5秒止めて、ゆっくり戻します。左右10回程度行いましょう。

日本医科大学千葉北総病院　リハビリテーション科／看護部／医療安全管理部
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「眼が疲れる」「ぼやける」「かすむ」「充血する」
などの症状は日常よく経験します。しかし、症状が頑
固に続いたり、からだに悪影響（肩こり・頭痛・吐き
気等）を及ぼすことがあり、このような状態を「眼精
疲労」と呼んでおります。

眼精疲労の原因は、近
視や老眼が進んで、メガ
ネやコンタクトが合わな
くなってきている矯正不
良や、ドライアイや白内
障等の病気によるものが
あります。また、目の使い過ぎや、精神的なストレス
の影響、更年期障害や自律神経失調症、虫歯や耳等の
他の病気で起こりやすくなります。早めに診察を受
け、病気が隠れていないか、メガネがあっているか
等、チェックしてもらいましょう。また、目を使って
いる時は、照明や姿勢、湿度等の作業環境を整えて、
休憩や軽い運動等を時々に取り入れる等の工夫をしま
しょう。また、睡眠を十分にとり、目を休ませてあげ
ることも大事なことです。

疲れ目対策として、目の体操やツボを刺激する、あ
たたかいタオルでまぶたを温める、首や肩の凝りをほ
ぐすことで、楽になることがあります。試してみては
いかがでしょうか？

ほとんどの方が、目薬をさした経験があると思いま
すが、目薬をさした後、ぱちぱちとまばたきしていま
せんか？

【効果的な目薬のさしかた】
➢下まぶたを軽く引き、一滴さします。一回の目
薬の量は一滴で十分です。

上手に目薬をさすことができない場合、利き手に
目薬を持ち、反対側の手でげんこつを作り、げんこ
つを台にしてさす方法もあります。

➢目薬をさした後は、一分ほど静かにまぶたを閉
じておきます。

まばたきをすることで、目薬がのどに流れ込み苦
みを感じることがあります。また、目薬が目からこ
ぼれてしまい、効果が薄れる場合もありますので、
まばたきせず、静かにまぶたを閉じておきましょ
う。

➢二種類以上の目薬をさす時は、一本目の目薬を
さしたあと、五分ほどたってから、次の目薬を
さしましょう。

間隔をあけないと、先に入れて目薬が、後に入れ
た目薬によって流されてしまい、効果が得られなく
なります。

眼精疲労と眼薬のさし方
看護部　看護師長 若澤　定子

（わかざわ さだこ）　

病気
の話



 医 療 費 控 除 について

「医療費控除」とは？

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金
額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

「医療費控除の対象となる医療費」とは？

 （1）納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
 （2）その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

 入院に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断 

（1）入院に際し寝巻きや洗面具などの身の回り品を購入することがありますが、これは医療費控除の対
象になりません。

（2）医師や看護師に対するお礼は、診療などの対価ではありませんから医療費控除の対象になりませ
ん。

（3）個室に入院したときなどの差額ベットの料金は、医師の診療、治療を受けるために通常必要な費用か
どうかで判断します。本人や家族の都合だけで個室にしたときは医療費控除の対象になりません。

（4）付添人を頼んだときの付添料は、療養上の世話を受けるための費用として医療費控除の対象となり
ます。所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、親族などに付添料の名目でお金を支払っ
ても控除の対象になりません。

（5）入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。これは、入院代に含まれますので医療費控
除の対象になります。しかし、病院の食事が気に入らず、他から出前を取ったり外食したものまでは、
控除の対象にはなりません。  

 医療費控除の対象となる金額 

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額（最高で200万円）です。
　（実際に支払った医療費の合計額－（1）の金額)－（2）の金額
  （1）保険金などで補てんされる金額
（例）生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族

療養費・出産育児一時金など
（注）保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引

きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
  （2）10万円
（例）その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
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成田税務署  〒286-8501　千葉県成田市加良部1丁目15番地  電話 0476-28-5151（代表）
　（交通機関）　　＊JR成田線成田駅　　徒歩15分
　　　　　　　　＊京成線京成成田駅　徒歩20分
　（管轄区域）　　成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、
　　　　　　　　印旛郡（酒々井町、栄町）

　　　※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始（12/29～1/3）は執務を行っておりません。
　　　　税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。 

国税庁ホームページより　http://www.nta.go.jp/　

医療費控除の対象となる人
・ 1年間の医療費の支払いが10万円を超える人

または
・ 1年間の医療費が所得金額の5%を超える人

所得金額が200万円未満の人は、医療
費が10万円以下でも控除できます。

確定申告の提出期限は2月16日から3月15日まで
ですが、
還付申告は1月からできます。
土・日・祝日はお休みですが、開庁している税務署
もありますので、確認してください。

1． 源泉徴収票
勤務先から交付されたもの（コピー不可）
を確定申告書に添付してください。

2． 医療費の明細書
医療費の支払先が多い場合や医療費の額
が高額な場合に確定申告書の提出の際に
添付もしくは提示。

3． 医療費の領収書
4． 印鑑
認印でも大丈夫！

5． 通帳
確定申告をされる方の名義のもの。
郵便局の通常貯金（ゆうちょ銀行）への振
込みは「振替預入契約」をしているものに
限る。

6． 保険金などで補てんされている
    金額が分かるもの
申告時に添付するか、申告の際に提出。

 医療費控除の流れ

控除できるか確かめよう！

税務署に提出しよう！

準備しよう！

ポイント

【病院よりお知らせ】

【お問い合わせ先】

お会計の際にお渡ししております「領収書」は再発行が出来ませんので、くれぐれも紛失なさ
らないように大切に保管して下さい。

万が一領収書を紛失された方は「金額証明書」を有償にて発行いたしますので、文書受付にて
お申し込み下さい。
尚、作成までお時間を要しますので、依頼の際はお早めにお願いいたします。

STEP    1 

STEP    3 

STEP    2 
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3月11日に発生した東日本大震災と福島第一原子力
発電所問題の影響で節電を続けておりますので、今
後も照明や暖房の面での影響が続くものと思われま
す。当院をご利用下さる方々にはご不便をおかけす
ることになりますが、お気づきの点がありましたら
ご遠慮なく投書箱をご利用頂くか、直接職員にお申
し出ください。　　　　　　             （広報委員会）

編

集

後

記

本誌についてのご意見は、ご意見箱にお入れ
いただくか、下記までお寄せ下さい。

日本医科大学千葉北総病院 医療連携支援センター
〒270-1694   千 葉 県 印 西 市 鎌 苅 1715
電話0476-99-1810/FAX 0476-99-1991

変革
の話

平成22年度医療費改定は、10年ぶりとなるプラス
改定となったことはご存じのことと思います。特に、
急性期医療、小児医療、産科医療については診療報酬
が厚く改定されるとともに、医師等に対する負担軽減
対策の実施についても診療報酬が付きました。

●
なぜでしょうか? 国の政策は10年に亘り医療費のプ

ラス改定を拒んで来ました。その理由は、日本国が抱
える巨額の国債残高も要因の一つです。また、労働生
産年齢（15歳から64歳）が既に減少に転じ、医療機
関に受診を必要とする可能性の高い65歳以上の年齢層
が増加し、社会保障費が右肩上がりであることも大き
な要因でした。

プラス改定の理由について私は、医療崩壊が叫ばれ
る中、国民一人ひとりが医療の在り方を考え、マスメ
ディアも危機的状況にある医療の現状を広く報道した
結果がプラス改定に影響したと確信しています。

●
転じて、当院においてはどうでしょうか? 多くの患

者さまたちから寄せられる御意見は、年間約300件に
上ります。御意見の中には、残念ながらご要望に添え
ない内容も多くあることも事実ですが、病院として括
目すべき内容もあります。あらためて考えてみると、
ご意見を寄せられる患者さまは、ある意味当院の“外
部評価委員”と言っても過言ではないように思いま
す。

往々にして、組織の変革には外部からの意見が影響
することが少なくありませんが、病院としてもこの
“外部評価委員”の声を具現化していくことが、充実
した医療機関への大きな一歩になると確信しておりま
す。

●
昨今、医療は大きな変革期を迎えており、様々な分

野において社会的識見が必要とされています。そうし
た変革期を生き抜くためにも、患者さまには、いつで
も“外部評価委員”となっていただき、適切なご意見
を寄せられることを期待しております。

患者さまのご意見から病院改善を
－患者さまのご意見は“外部評価委員”の意見である－

庶務課　課長 山本　臣生
（やまもと とみお）　

ロビーに設置されている「患者様からのご意見コーナー」　


