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当院の整形外科は、骨折を中心とした外傷と手・上肢・脊椎・脊髄・膝等、四肢や体幹等の姿勢・運動をつ

かさどる器官の疾患を対象に、多くの『運動器』疾患に対応できるスタッフを揃えています。

症例数が多い疾患は大腿骨頚部（転子部）骨折と脊椎疾患です。大腿骨頚部骨折の治療に関しては佐賀県の

最多の症例数を誇り、その技術レベルも高いものです。

次に脊椎・脊髄疾患に関して積極的に取り組んでおり、手術件数は年間 70 例ほど行っています。2007 年

度４月より ZEISS 社製の最新型顕微鏡を導入し最小侵襲手術に取り組んでいます。手術療法

のみではなく、腰部椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症の治療において、ブロック療法等の保存

療法により良好な治療成績を獲得しています。

各種骨折に対しては、岩永、諸岡医師が豊富な経験を生かして治療にあたっており、

rocking plate 等の最先端の治療を導入しています。

さらに、長崎大学および関連病院より臨床経験豊かな専門医による専門性を活かした診察、

手術的治療も行っており患者さんに提供しております。

本年度は、岩永医師と諸岡医師の専門分野である膝関節と上肢の外科の治療に力を入れて

いく方針です。

最後に、最終的

な治療手段である

手術の際は、セカ

ンドオピニオンの

活用と十分なイン

フォームドコンセ

ント等を通じて、

患者様の立場に立

つ心のかよった診

療を心がける方針

です。

整形外科医長

原　真一郎

整形外科医師

岩永　斉

整形外科医師

諸岡　聡

ＺＥＩＳＳ　天井懸架式手術顕微鏡

当院皮膚科は、現在 1 名で月・火・水・金曜日の午前と、木曜日の午前・午後に外来診療

を行っています。更に、火曜日の午後には手術を行っています。

アトピー性皮膚炎の患者様については、疾患そのものについて、ステロイド・タクロリム

スなどの外用剤、スキンケアに対する理解を深めて頂き、適切な治療を心がけています。ま

た外来診療での病勢のコントロールが難しい場合は、短期入院での治療も取り入れています。

接触皮膚炎、薬疹の治療の基本は原因物質を解明除去し、炎症症状を早く消褪させ皮膚症

状の再発を予防することにあると言われています。当科では患者様の協力のもとで、パッチ

テスト等の皮膚テストを積極的に行い原因の特定に努めています。

皮膚科医師

吉岡 万智子
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早期前立腺癌に対する治療として

❶　手術療法→前立腺全摘術

❷　放射線療法、内照射（ブラキテラピー）、外照射（3D 原体照射、IMRT など）

❸　HIFU（保険適用なし）

❹　ホルモン療法（高齢者の場合）

❺　経過観察

などいろいろ選択肢がありますが、早期に見つけるためには、

❶　PSA 採血を 50 才以上の男性患者に行い

❷　PSA が 4ng/ml 以上であれば前立腺生検を行うこと

が非常に大切です。

是非、PSA 採血を行い、（そのときに診断名として【前立腺癌

疑い】は必要）、4ng/ml 以上の時は泌尿器科にご紹介ください。

PSA 採血した人の 0.89％に前立腺癌が見つかっています。泌

尿器科受診した男性の 4.4％に前立腺癌が見つかっています。

進行性の前立腺癌（前立腺以外へ浸潤転移）に対しては、

❶　男性ホルモンを抑制するホルモン療法

❷　外照射を中心とした放射線療法

❸　抗癌剤 + ホルモン療法

❹　分子標的薬 + 抗癌剤

などがあります。

PSA は前立腺癌のマーカーで

通常の採血で測定できます。

結果は翌日には判明します。

PSA が 4ng/ml 以 上 の 場 合、

前立腺癌、前立腺肥大症、前立

腺炎の可能性がありますので前

立腺生検が必要となります。

早 期 に 前 立 腺 癌 を 発 見 す る

ために 50 才以上の方は PSA 採

血を年に１回は行いましょう。

（PSA 採血による前立腺癌の発

見率は 0.89％）

泌尿器科医長

谷口　啓輔

自己免疫性水疱症、尋常性乾癬などの患者様については、皮膚生検を含めた精査、ステロイド剤・免疫抑制

剤であるシクロスポリンなどを用いた治療を、必要に応じて入院して頂き、行っています。

水痘・帯状疱疹などのウイルス感染症、蜂窩織炎・丹毒などの細菌感染症の患者様に対しても、症状の重症

度にあわせた治療を選択して行っています。

また、粉瘤・脂肪腫・脂漏性角化症などの皮膚良性腫瘍の手術も行っています。更に、高齢化や生活習慣の

変化に伴って、年々増加傾向にあると考えられている基底細胞癌・有棘細胞癌・乳房外パジェット病などの各

種皮膚悪性腫瘍についても、肉眼的観察に加えて皮膚生検などの検査を適切に行い、皮膚悪性腫瘍取り扱い規

約に則って治療を行っています。

　前立腺癌患者の早期発見、早期治療

にご協力お願いいたします。
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副腎腺腫からのアルドステロン過剰分泌のため高血圧をきたし、これまでは希な疾患とさ

れておりましたが、近年、アルドステロンとレニンの比がスクリーニングに活用されるよう

になり、全高血圧患者の 10 〜 15％の高頻度である可能性が報告されています。本症は副腎

腫瘍の摘出により高血圧が治癒可能であるのみならず、アルドステロンの臓器障害作用のた

め脳血管障害・心不全・腎不全をひきおこす可能性が高く、適切な診断と治療が必要とされ

ております。

原発性アルドステロン症の診断手順

❶　外来スクリーニング
対象：治療中および末治療の高血圧患者さん

血漿アルドステロン濃度と血漿レニン活性の測定

▼

血漿アルドステロン濃度（PAC）≧ 12ng/dl

血漿レニン活性（PRA）<1.0ng/ml/h

PAC/PRA ≧ 20

※ 注意点

・スピロノラクトン内服中の患者さんは休薬が必要。

・採血は空腹・座位 10 分後が望ましい。

・検査施設によってはアルドステロンの単位が pg/ml で報告

されるため注意が必要です。

・診断名として原発性アルドステロン症疑いが必要です。

　上記３条件いずれも充たすとき感度はほぼ 100％、特異度は 35 〜 90％と

報告されておりますので「原発性アルドステロン症疑い」として専門医療機

関受診をご検討下さい。

❷　二次検査
● フロセミド立位負荷試験　　　　　● 副腎造影 CT

　いずれかの検査で異常認めましたら確定診断を得るため入院の上

副腎静脈サンプリングを行います。

循環器科医長

尾関 伸一郎



SAGA National Hospital

52007.6

まぶたが重い、夕方になるとまぶたが開かない。視野が狭くなる。このような症状は、眼

瞼下垂症が疑われます。

実際は視野を確保するために、眼瞼挙筋（まぶたを挙げる筋肉）を余計に収縮させたり、

眉毛を持ち上げたり、顎を上げたり、頭を回転したりして、代償行為をしている場合が多い

です。そのため、額のしわが目立つようになったり、目の周囲に疲れを感じたり、首から肩

の筋肉が緊張して肩こりや頭痛、顎関節の症状などの症状が生じることがあります。程度の

差はあれ、多くの老人で起こるので老人性眼瞼下垂症とも呼ばれます。しかし、若年者でも、

まぶたを擦る習慣（アトピー、逆さまつげ、花粉症、コンタクトレンズの使用など）がある人は、早く眼瞼下

垂症になることがあります。

治療は、手術が必要です。手術は、局所麻酔で行い、たるんだ皮膚とゆるんだ挙筋腱膜（眼瞼挙筋という筋

肉の端にある腱膜）の修正を行います。手術後約１週間で抜糸します。腫れや皮下出血は、１から２週間ほど

でかなり目立たなくなります、高齢者では少し長く腫れが続くことがあります。

佐賀病院では眼科と形成外科が協力して眼瞼下垂症の治療を行っています。

形成外科医長

吉本　浩

糖尿病の患者さんの眼底チェックを行っております

糖尿病眼手帳　　　糖尿病網膜症パンフ

眼科医師

大坪　貴子

・血糖コントロールが眼にとって、　必要なこと

・現在の眼の状況

・定期受診が必要なこと

を外来中にお話ししております。

・蛍光眼底造影検査

・レーザー光凝固　　等

を施行しております。

を初診時お渡ししております。

必要に応じまして
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当院では平成 18 年２月より、主にご紹介いただいた症例を中心としたケースカンファランスを、毎月第４

月曜日の 19 時〜 20 時に佐賀病院研修ホールにて実施しています。（８月と 12 月を除きます）

このカンファランスは参加費無料で、日本医師会生涯教育制度の講座に認定されており、医師会員の受講者は

３単位を取得することができます。また会員外の方でも希望者には３単位の参加証明シールを発行しています。

ご紹介をいただきました多くの先生方に受講していただけますよう、ますます充実していきたいと思ってお

りますので、今後ともご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

パワーポイントを使った講座を行っています。

診療科目の枠を超えて、多数の受講をお待ちいたしております。　　地域医療連携室

小 児 科：２月，７月
内　　科：３月，９月
外　　科：４月，10 月
整形外科：５月，11 月
産婦人科：１月，６月

■ 平成 18 年２月 27 日（月）　小児科担当

〜時間外で遭遇する小児の腹痛−便秘・嘔吐

下痢症から「へえー」と言われた症例まで〜

■ 平成 18 年３月 27 日（月）　内科担当

「内科への紹介患者さんについての症例検討」

■ 平成 18 年４月 24 日（月）　外科担当

乳がん　最近経験した温存症例について

「−温存の適応、手術の工夫および当院の成績−」

■ 平成 18 年５月 22 日（月）　整形外科担当

「骨折治療の変化」

■ 平成 18 年６月 26 日（月）　産婦人科担当

「産科超音波診断−実技を通して」　

■ 平成 18 年７月 24 日（月）　小児科・皮膚科合同

「子供の皮膚」

■ 平成 18 年９月 25 日（月）　内科担当

「Ｃ型肝炎のインターフェロン治療の適応について」

■ 平成 18 年 10 月 23 日（月）　外科担当

「そけいヘルニアの治療」

（ 症 例 に 合 わ せ た 特 殊 な 手 術 方 法， 特 に

Kugel 手術について）

■ 平成 18 年 11 月 27 日（月）　整形外科担当

「大腿骨頸部骨折のマネージメントについて」

■ 平成 19 年１月 22 日（月）

　 産婦人科担当（産婦人科・小児科合同）

「①当院における胎児心臓病症例」

「②心疾患の胎児診断：今、何が求められて

いるのか」

■ 平成 19 年２月 26 日（月）　小児科担当

「ＲＳウイルス感染症の臨床」

■ 平成 19 年３月 26 日（月）　放射線科担当

「胸部単純写真の見方」

■ 平成 19 年４月 25 日（水）　外科担当

「急性腹症」

■ 平成 19 年５月 28 日（月）　整形外科担当

「当院における足関節果部骨折の治療について」

■ 平成 19 年６月 25 日（月）　産婦人科担当

「胎児モニターの異常例について」

（出席される先生方が経験した異常例の持ち

込みを歓迎いたします）
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ＦＡＸ予約のメリット
　事前にカルテを作成して、該当する診療科に予約としてお届けしてありますので、患者さまの待ち時間が大

幅に短縮されます。

手続き方法
① 専用 FAX 番号（フリーダイヤル）０１２０−８７２−８８２に受

付票（ホームページ・地域医療連携室のページ内にあり

ます）を送信してください。事前にカルテを作成します

ので、保険証の記号・番号、電話番号等のご記入をお願

いいたします。

② 患者さまには送信に使用した受付票と紹介状（診療情報
提供書）、をお持たせください。

③ FAX でのお申し込みは、原則として前日（平日９時〜 15 時）

までにお願いいたします。なお午後及び時間外は、担当医師が不在の場合もあ

りますので、事前に電話にて当院医師にご一報ください。

④ 電話（0952-30-7141）や FAX でご連絡いただければ、FAX 受付票・診療情報提

供書の冊子を無料発行・発送しております。

　この冊子は利便性を高めるため、FAX 受付票と診療情報提供書が３部複写と

なっておりますので、是非ご利用ください。

去る３月 24 日（土）に、佐賀県産婦人科医部会の主催で第二回佐賀県新

生児蘇生講習会を当院で開催致しましたので、その概要をご紹介いたします。

本講習会は当院産婦人科部長の野見山亮によって企画され、県内の分娩に

携わる医師、助産師、看護師を受講の対象者としてご案内いたしました。

講習は２部に分かれ第 1 部はスライドとビデオを用いた蘇生の理論の解説

を、第 2 部は種々の蘇生器具と人形を用いた実習を行いました。全体の企画

は野見山部長が行い、当院小児科部長の高柳俊光が第一部の講演を、小児科

医師の松尾幸司、岩永　学、江頭智子が第二部を担当しました。

予想を遙かに超える 120 名以上の参加申し込みがあり、１回の講習会では

会議室や病棟に入り切らなくなったため、講習を二グループに分けて執り行

いました。

参加者の皆様には駐車場の問題を含め、大変なご迷惑をおかけしましたが、

講習自体は好評を賜りましたので、来年度も産婦人科医部会との協力の下に

本講習を継続していく予定でございます。

最後に、県外及び県内全域の多くの方々にご参加頂き、誠にありがとうご

ざいました。この紙面をお借りして厚く御礼申し上げます。

第１部

第 2部

第 2部

専用ＦＡＸ番号（フリーダイヤル）０１２０−８７２−８８２
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今年も、ジャスコ佐賀大和店１階くまざわ書店前

広場をお借りして、日頃ご利用頂いている地域の皆

様に、感謝の気持ちを込めて佐賀病院健康フェアー

を開催しました。

医師・薬剤師・管理栄養士・理学療法士による各

種健康相談、検査技師・放射線技師・看護師などに

よる各種測定コーナーの他、子供さんのナース衣姿

での記念撮影を行いました。

おかげさまで、お買い物のついでに立ち寄ってく

ださった大勢の地域の皆様で、例年を遙かに超える

賑わいとなりました。

来年も更に充実した内容にしたいと思いますので、

皆様方のご指導の程よろしくお願いいたします。

健康フェアの様子を一部ご紹介いたします。

各種測定コーナー：
身長・体重・血圧・体脂肪率・貧血・血糖・骨
密度の測定を行い、個人ごとに健康チェック票
を作成しました。

お子様写真コーナー：
ここも人気コーナーです。L 版サイズの写真を
かわいい台紙に貼り付けてプレゼントさせてい
ただきました。お子さんよりご両親の方が楽し
そうでした。

医師等による健康相談：
各種測定コーナーで、気になるデーターが出た
方によくご利用いただきました。

ここは骨密度測定コーナーです

健康フェアー宣伝隊のみなさん：
テレビ本番生放送中
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平成 19 年３月１日に当院のホームページをリニューアルいたしました。

ホームページに掲載する病院の情報量が増えていくにつれて、段々と必要な情報が探し出しにくくなってし

まったため、去る３月１日にトップページを含め、全面的に整理・組み替えを行いました。

少しでも早く目的の情報にたどり着けるように、トップページをできるだけ簡単にし、新着情報を始めとし

た 12 種類のカゴテリーに整理させていただきました。また、ページ閲覧中でもすぐ他のページが閲覧できる

ように、ページ左側の選択ボタンを固定（フレーム方式）する方式といたしました。

またトップページでは、職員から寄せられた佐賀県内の四季折々の風景や草花、病院行事等の写真を週替わ

りでご紹介しております。

このホームページはプ

ロが作成したものではな

く、すべて職員による手

作りのホームページです

ので、見栄えは良くない

かと思いますが、少しで

も多くの方にそして利用

しやすいホームページを

目指しております。

皆様方のご意見・ご指

導の程よろしくお願いい

たします。

トップページ写真

アーカイブス
（一部）

ホームページアドレス　http://www.hosp.go.jp/~saga/
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小児科医師　松
まつお
尾　幸

こうじ
司

①小児科
②未熟児・新生児　小児科一般
③小児科専門医

循環器科医長　尾
おぜき
関　伸

しんいちろう
一郎

①循環器科
②循環器
③内科専門医　循環器科専門医
　身体障害者認定医

内　科　医　師　塩
しおつき
月　香

か な こ
那子

①内科
②消化器

内　科　医　師　後
ごとう
藤　貴

たかし
史

①内科
②消化器　肝臓　内科一般
③内科認定医

副　院　長　山
やまぐち
口　淳

じゅんぞう
三

①外科
②乳腺外科　消化器外科
③外科指導医　外科専門医
　消化器外科認定医　身体障害者認定医

小児科医師　漢
かん
　　伸

のぶひこ
彦

①小児科
②小児循環器　小児科一般
③小児科専門医

第一診療部長　高
たかやなぎ

栁　俊
としみつ
光

①小児科
②未熟児・新生児　小児科一般
③小児科専門医　身体障害者認定医

内　科　医　師　山
やまぐち
口　東

とうへい
平

①内科
②内科一般

内　科　医　師　岩
いわなが
永　　希

のぞみ

①内科
②リウマチ　膠原病　糖尿病
③内科認定医

内　科　医　長　中
なかやま
山　利

としひろ
浩

①内科
②肝臓　消化器　内科一般
③産業医　肝臓専門医　消化器病専門医
　内視鏡専門医　身体障害者認定医

院　　長　　島
しま
　　正

まさよし
義

①内科
②内科一般　消化器　肝臓
③消化器病専門医　肝臓専門医　消化器内視鏡専門医 
　内科認定医　身体障害者認定医

小児科医師　荒
あらき
木　恵

けいこ
子

①小児科
②小児科一般

小児科医師　田
たじま
島　大

だいすけ
輔

①小児科
②小児科一般

小児科医師　岩
いわなが
永　　学

まなぶ

①小児科
②未熟児・新生児　小児科一般

小児科医師　江
えがしら
頭　智

ともこ
子

①小児科
②小児科一般
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外　科　医　長　円
えんじょうじ
城寺　昭

あきひと
人

①外科
②消化器外科
③外科指導医　消化器外科指導医　消化器病指導医
　消化器内視鏡指導医　外科専門医　消化器外科専門医
　消化器病専門医　消化器内視鏡専門医

小児科医師　杉
すぎはら
原　　進

すすむ

①小児科
②小児科一般

外　科　医　長　朝
あさかわ
川　孝

たかゆき
幸

①外科
②消化器外科　乳腺外科
③外科専門医

整形外科医長　原
はら
　真
しんいちろう
一郎

①整形外科
②脊椎外科　整形外科一般
③整形外科専門医　脊椎脊髄病学会指導医
　整形外科学会脊椎脊髄病医　身体障害者認定医

整形外科医師　諸
もろおか
岡　　聡

そう

①整形外科
②整形外科一般

産婦人科医師　庄
しょうの
野　真

ま ゆ み
由美

①産婦人科
②産婦人科一般
③産婦人科専門医

産婦人科医師　橋
はしぐち
口　真

ま り こ
理子

①産婦人科
②産婦人科一般

泌尿器科医長　谷
たにぐち
口　啓

けいすけ
輔

①泌尿器科
②泌尿器一般
③泌尿器科指導医　泌尿器科専門医
　透析医認定　身体障害者認定医

眼　科　医　師　大
おおつぼ
坪　貴

たかこ
子

①眼科
②眼科一般
③眼科専門医　身体障害者認定医

放射線科医師　阿
あ び る
比留　一

はじめ

①放射線科
②放射線診断
③放射線科専門医

放射線科医長　岡
おかだ
田　秀

ひでき
樹

①放射線科
②放射線診断
③放射線科専門医

皮膚科医長　吉
よしおか
岡　万

ま ち こ
智子

①皮膚科
②皮膚科一般

形成外科医長　吉
よしもと
本　　浩

ひろし

①形成外科
②形成外科一般　微小血管外科　創傷治療
③形成外科専門医

産婦人科医師　徳
とくだ
田　諭

つぐみち
道

①産婦人科
②産科　産婦人科一般
③産婦人科専門医

第三診療部長　野
の み や ま
見山　亮

まこと

①産婦人科
②産科　産婦人科一般
③産婦人科専門医　超音波専門医
　周産期専門医

整形外科医師　岩
いわなが
永　　斉

ひとし

①整形外科
②整形外科一般
③整形外科専門医

外　科　医　長　朝
あさかわ
川　孝

たかゆき
幸

①外科
②消化器外科　乳腺外科
③外科専門医

外　科　医　師　橋
はしもと
本　敏

としあき
章

①外科
②消化器外科
③外科専門医　日本外科学会認定医
　日本消化器外科学会認定医



去る 4 月 24 日に新地域医療連携室を正面玄関横にオープンしました。

旧連携室は院内の奥まった所に有り、初めての方には非常に分かりづらい場所にある

ため、正面玄関から入ってすぐ右側に小さな出張所を設置しました。

初診・再診を問わず、紹介状をお持ちの患者様は全てこの窓口で受付をしております

ので、今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

外科外来及び乳腺科外来につきましては、平成 19 年 7 月より毎週火曜日を手術日としますの

で、誠に勝手ながら外来を休診とさせて頂きます。

外科外来から休診日のお知らせ
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