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アクセス

医療法人沖縄徳洲会　高砂西部病院

　高砂西部病院は、７月１日をもって開院１０周年を迎えました。
　地域のみなさまへ日ごろの感謝の気持ちを込めて、今年も７月７日（日）に８回目の健康祭を開
催いたしました。猛暑の中、多くの方にご参加いただき楽しい健康祭となりました。これも地域の
みなさまのご支援とご愛顧によるものと心から感謝いたしております。年中行事として継続いた
しますので、これからもよろしくお願いいたします。
　まだまだ暑い日が続きます。炎天に負けないようご自愛いただきみんなで夏を乗り切りましょう！
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～開院満10周年を迎えて～

～今思うこと～

正常な状態

・気道が開いている
・空気が肺に入る

・気道が閉塞
・空気の流れが完全に妨げられる

睡眠時無呼吸症候群（閉塞型）

　当院は今年7月1日開院満10周年を迎える事ができました。これもひと
えにみなさま方の御厚情の賜物と慶んでおります。
　今年度より兵庫医科大学の臨床初期研修医の地域研修が始まっており
ます。4名の研修医の方々が当院で臨床研修されています。産科・小児科
を含む地域研修です。近年産科・小児科の標榜を取り下げられる病院が多
く見られる中、当院は開院以来頑張って維持しております。当初より薬学
部学生実習・リハビリテーション専門学校・医療事務専門学校等の実習ま
た“トライやるウィーク”“ふれあい看護体験”の生徒達の場も提供して参
りました。今年度より新たに高砂准看護高等専修学校の看護学生の実習
も始まっております。来年度には兵庫医療大学の看護学生の実習もお受
けする予定です。
　地域に根ざした救急医療の病院を目指し、またこれからの医療を担っ
て頂く若い研修医や、薬剤師・看護師・准看護師の卵の方々の教育・実習
にも病院あげて関わっていく所存でございます。これからも何卒宜しくお
願い申し上げます。

　居眠り運転の原因として、近年注目を集めているのが『睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）』と呼ばれる病気です。
　ＳＡＳは安全運転上も、また運転者の健康上も見逃すことが出来ない大きな危険を伴う病気で、居眠り運転
による事故を防ぐと共に健康を維持するためにも早急に治療しなければなりません。

　ＳＡＳは睡眠中に呼吸が止まった状態（無呼吸）が断続的に繰り返される病気です。その結果、十分に睡眠が
とれず日中強い眠気を感じたり居眠りがちになったりする、集中力や活力に欠けるなどの状態になり、漫然運
転や居眠り運転により事故などが発生しやすくなります。
　医学的には呼吸が10秒以上停止する無呼吸の状態が睡眠中に30回以上生じるか、睡眠1時間あたり無呼吸
が5回以上生じるものをいいます。

ＳＡＳ患者には主に次のような症状が見られます。

　　•睡眠中、呼吸が止まる　•大きないびきをかく　•朝、頭痛がする　•日中、強い眠気を感じる
　　•寝ている間頻繁に目が覚める　•熟睡感がない　•集中力が低下する　•夜頻繁にトイレに立つ
　　•不眠症　•勃起不能不全　•肥満　など

　ＳＡＳになると睡眠時無呼吸のために血液が固まりやすくなり、狭心症・心筋梗塞・脳梗塞など重大な合併症
を起こす恐れがあります。また、高血圧・脂質異常症・動脈硬化・不整脈の恐れもあります。

ＳＡＳによる居眠り運転で発生する事故は特に

　　•一人で運転中　•高速道路や郊外の直線道路を走行中　•渋滞で低速走行中

に多いと言われています。また重症のＳＡＳ患者による事故は短期間に複数回生じることも少なくないと言われ
ています。

　風鈴の音色が心地いい季節になりました。わが高砂西部病院はこの7月
に開院後、丸10年、11年目を迎えることとなりました。思えば、徳洲会
グループが徳田理事長生誕の地に病院建設をとの願いから、幾多の困難
を乗り越え必死に努力してまいった結果でございます。地域医療の一翼を
担わんと高砂市医師会にも実績を示してご理解を戴き平成23年4月1日に
医師会へ加入し地域連携システムの下、密度の濃い協力関係を築いており
ます。
　まだまだ未熟な陣容にてご迷惑をおかけすることが多々ありますが、大
いなる夢と希望とロマンを持ってがんばっていきたく思います。高齢化社会
には人間社会相互の愛情がポイントとなりましょう。
　医療現場での患者さんへの日本人の得意とする「細やかさ」「もてなし
の心」「こころくばり」をもって地域に貢献するつもりです。幸い、地域のみ
なさまとも密接な関係が築かれ笑顔で挨拶を交わせる環境となりました。
「来てよかった病院」を目指し頑張っていこうと職員全員、改めて、努力ま
た努力をいたしますので、どうか今後とも、みなさまのご支援、ご鞭撻よろ
しくお願い申し上げます。

睡眠時無呼吸症候群（SAS）に注意！睡眠時無呼吸症候群（SAS）に注意！

主な症状は…

総長　大森吉弘

院長　名和清彦
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当院の睡眠時無呼吸外来の診察は 金曜日 14:00～16:00 となっております。
（担当：大森医師・山田臨床検査技師）

　問診を行い、パルスオキシメーターという機器を使って検査を行います。その内容は、一晩寝ている間の無呼
吸の回数や動脈血の酸素量等を測定し、精密な検査が必要かどうかふるいにかけるものです（スクリーニン
グ）。この検査機器は小型で軽量であるため、自宅に持ち帰って検査を行うことができます。携帯型簡易PSG
検査も自宅に持ち帰りおこなう検査ですが、パルスオキシメー
ターの検査に呼吸の有無、イビキ、睡眠時の体位なども調べら
れます。
検査費用は…

　パルスオキシメーター 1,000円
　携帯型簡易PSG検査  4,000円

　パルスオキシメーターでＳＡＳと疑わしく精密な検査が必要と
判断された場合には、さらに病院で一晩かけてＰＳＧによる検査
を行います。これは、体にいろいろなセンサーを付けて、脳波、心
電図、口・鼻からの気流、胸部・腹部の動き、動脈血の酸素量、い
びきなどを記録し総合的に解析するものです。この検査により、
睡眠障害の有無と、ＳＡＳであるかどうかの確定診断とその重症
度を判定します。入院はいつでも対応可能ですのでお気軽にご相
談ください。
　治療が必要だと判断された場合には、ＣＰＡＰ（シーパップ／経
鼻持続陽圧呼吸療法）による治療が効果的です。
　これは、鼻に簡単なマスクを付け、無呼吸が改善されるように
適切な圧力をかけた空気を鼻から持続的に送り込み、上気道を
押し広げるというものです。また、ＣＰＡＰによる治療は自宅でも
行うことができ、月に一度診察のために通院するだけです。これ
には健康保険が適用されます。

　  自己負担額は３割負担の場合、月々5,000円程度です。

睡眠時無呼吸外来のご案内睡眠時無呼吸外来のご案内

1 スクリーニング

2 確 定 診 断

医療講演スケジュール医療講演スケジュール

頭の体操
コーナー
頭の体操
コーナー

今月は間違い探し！ 

４つあるよ、

わかるかな？

今月は間違い探し！ 

４つあるよ、

わかるかな？

※答えは次のページの下にあるよ

（平成25年）

『胃がんと内視鏡治療について』
講師：松浦　幸　消化器内科医師 高砂西部病院 2F講義室 

テーマ 日  時
会  場

8月1日（木） 14:00～15:30

『熱中症予防』
講師：石本　智子　管理栄養士 姫路市立御国野公民館

姫路市御国野町御着1142-8 

テーマ 日  時
会  場

8月8日（木） 13:30～15:00

『睡眠時無呼吸症候群って？』
講師：山田　健太郎　臨床検査技師 高砂西部病院 2F講義室 

テーマ 日  時
会  場

8月1日（木） 13:45～14:00

『胃がんと内視鏡治療について』
講師：馬場　慎一　消化器内科医師 加古川市立尾上公民館

加古川市尾上町池田1804-1 

テーマ 日  時
会  場

8月15日（木） 14:00～15:30

『たんなる物忘れと病気の物忘れの違いについて』
講師：能美　順子　認知症看護認定看護師 ㈱貝塚工務店 第２事務所 2F（㈱KLC 2F）

高砂市末広町5-21 

テーマ 日  時
会  場

8月27日（火） 14:00～15:30
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４つあるよ、
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今月は間違い探し！ 

４つあるよ、

わかるかな？

※答えは次のページの下にあるよ

（平成25年）

『胃がんと内視鏡治療について』
講師：松浦　幸　消化器内科医師 高砂西部病院 2F講義室 

テーマ 日  時
会  場

8月1日（木） 14:00～15:30

『熱中症予防』
講師：石本　智子　管理栄養士 姫路市立御国野公民館

姫路市御国野町御着1142-8 

テーマ 日  時
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『たんなる物忘れと病気の物忘れの違いについて』
講師：能美　順子　認知症看護認定看護師 ㈱貝塚工務店 第２事務所 2F（㈱KLC 2F）

高砂市末広町5-21 

テーマ 日  時
会  場

8月27日（火） 14:00～15:30
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　地域の医療機関・施設と連携して主に患者さまのご紹介と入院
を担当する【地域連携】と、退院される患者さまに安心して継続し
た療養をしていただくための支援を行う【退院支援】、そして患者
さまやご家族からの様々なご相談に応じる【医療相談】、さらに
病院を広く知っていただくための【広報活動】を行っています。
　地域医療連携室には看護師１名・医療ソーシャルワーカー３名・事務職員１名の計５名が所属し、それぞ
れの担当を持ちながら協力して患者さまの支援に当たっています。

お子様からお年寄りまで！ 年齢・性別問いません！ お題は自由！ 投稿お待ちしております。

インフォメーションカウンター（玄関入って正面）に川柳応募用紙と応募BOXを準備しています。
氏名（掲載希望のペンネームもあれば）・年齢・性別・住所・電話番号をご記入のうえ投函してください。
いただきました作品は、外来待合などに掲示もしくは広報誌に掲載させていただくことがございます。
詳細は、地域医療連携室（担当：佐々木）までお問い合わせください。

電話番号は　０７９－４５８－３３８８（直通）です。　よろしくお願いいたします。

●役　　職　院長・産婦人科部長
●担 当 科　産婦人科・企業健診
●略　　歴　京都府立医科大学卒
●認定資格
　日本産婦人科学会　専門医
　日本医師会認定　産業医
　日本医師会認定　健康スポ－ツ医
　介護支援専門員

名和 清彦 (なわ きよひこ) 
●役　　職　総長
●担 当 科　総合診療科・外科・
　　　　　　人工透析
●略　　歴　京都府立医科大学卒
●認定資格
　日本外科学会　専門医・指導医
　日本消化器外科学会　専門医
　日本臨床外科学会　評議員
　日本移植学会　特別会員
　国際移植学会　会員

大森 吉弘 (おおもり よしひろ) 

●役　　職　院長代行・外科部長
●担 当 科　外科
●略　　歴　金沢大学医学部卒
●認定資格
　日本外科学会　専門医
　麻酔科標榜医

新保 雅也 (しんぼ まさや)
●役　　職　副院長・眼科部長
●担 当 科　眼科
●略　　歴　滋賀医科大学卒
●認定資格
　日本眼科学会　専門医

吉田 健一 (よしだ けんいち) 

●役　　職　整形外科医長
●担 当 科　整形外科
●略　　歴　岡山大学医学部卒
●認定資格　
　日本整形外科学会　専門医

米田 泰史 (よねだ やすし) 
●役　　職　小児科医長
●担 当 科　小児科・血液内科
●略　　歴　藤田保健衛生大学
　　　　　　医学部卒
●認定資格
　日本小児科学会　専門医

工藤 直子 (くどう なおこ) 

●担 当 科　内科（訪問診療）
●略　　歴　京都府立医科大学卒

岡林 豊晃 (おかばやし とよあき)
●担当科　外科
●略　歴　浜松医科大学卒

朴　盛圭 (ぱく そんきゅ)

こんにち
は

　地域医
療連携室

です

地域医療連携室のご案内地域医療連携室のご案内医師のご紹介

川柳募集中川柳募集中

相談時間　月曜日～土曜日 9時～17時
ＴＥＬ　079－458－3388（直通）
ＦＡＸ　079－447－0311（直通）

※頭の体操コーナーのこたえ： ①雲の数　②砂山の旗の色　③右側のネコの眼の色　④左側のネコのサンダルの色

スタッフ （2013年7月現在）
　看護師：佐々木
　MSW：吉本・繁畑・神野
　事　務：山崎

　ソーシャルワーカー不在時や面談時にはお待ちいただく場合や、
後日でお約束させていただく場合もありますが、ご了承ください。
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名和院長挨拶　開院満10周年を迎えて
大森総長　今思うこと…
睡眠時無呼吸症候群（SAS）に注意！
睡眠時無呼吸外来のご案内
医療講演のご案内
頭の体操コーナー　間違い探し
川柳大募集！

H25

夏号
高砂西部病院NOW

開院
１０周

年高砂西部病院健康祭開院
１０周

年高砂西部病院健康祭

ＪＲ曽根駅（神戸線）からは南へ徒歩約７分
高砂市コミュニティバス利用時は、中筋口停留所前下車

姫路（加古川）バイパスの高砂西ランプを降りてすぐ
※神戸方面からの場合は、高砂北ランプ交差点を降り、
　国道２号線の豆崎東交差点を左折です。
　国道250号線もしくは国道2号線をご利用ください。　

〒676－0812　兵庫県高砂市中筋1丁目10番41号
TEL（079）－447－0100（代表）
　　（079）－458－3388（地域医療連携室）
FAX（079）－447－0311（地域医療連携室）
　●介護・在宅関連
　高砂西部病院居宅介護支援事業所
　TEL（079）－447－0100（代表）
　高砂西部病院通所リハビリセンター
　TEL（079）－447－0100（代表）
　高砂訪問看護・介護ステーション 『きらめき』 
　TEL（079）－447－2455

交通手段

アクセス

医療法人沖縄徳洲会　高砂西部病院

　高砂西部病院は、７月１日をもって開院１０周年を迎えました。
　地域のみなさまへ日ごろの感謝の気持ちを込めて、今年も７月７日（日）に８回目の健康祭を開
催いたしました。猛暑の中、多くの方にご参加いただき楽しい健康祭となりました。これも地域の
みなさまのご支援とご愛顧によるものと心から感謝いたしております。年中行事として継続いた
しますので、これからもよろしくお願いいたします。
　まだまだ暑い日が続きます。炎天に負けないようご自愛いただきみんなで夏を乗り切りましょう！

～ありがとう！みなさまとともに１０周年～～ありがとう！みなさまとともに１０周年～


