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石川県立中央病院ニュース
Ishikawa Prefectural Central Hospital News 第 29 号
ホームページ　http//www.pref.ishikawa.jp/ipch 2015.9

平成27年３月22日、北側駐車場において、来賓の方々や施工関係者による石川県立中央病
院建設工事起工式を行ないました。

病院の建て替えについては、これまでもたくさんの方々のご意見をいただきながら、平成23
年度には基本構想を策定し、その後、基本設計、実施設計と順次取り組みを進め、先般、着工
の運びとなりました。

６月には、液状化防止のための地盤改良工事の施工が完了し、現在、地下掘削のための土留
壁工事、杭打ち工事を施工しています。

今後は、平成29年度中の開院を目指して、着実に整備を進めていきます。

杭打ち初め

交通のご案内

基 本 方 針

受 診 案 内

● 外来受付時間
　 ＡＭ8：20～11：20
　 休診日　土・日・祝日・年末年始

● 面会時間
　 ＡＭ10：00～11：30
　 ＰＭ  3：00～  8：00
  （小児病棟はＰＭ1：00～8：00）
  （産婦人科病棟はＰＭ2：00～8：00）
　 休日はＡＭ10：00～ＰＭ8：00

● 救命救急センター受付時間
　 365日24時間受け付けています

● バス
　・金沢駅西口バス停留所から

　 「中央病院」「県庁前」「工業試験場行き」…………  約１０分
　  (中央病院下車すぐ、県庁前下車約5分) 

● タクシー利用
　・金沢駅西口のりばから ………………………………………… 約5分

● 北陸自動車道
　・金沢東インターから国道8号線経由 ………………… 約10分
　・金沢西インターから国道8号線経由 ………………… 約10分

● のと里山海道
　・粟崎ＩＣから県道60号金沢田鶴浜線経由…………… 約15分
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『科学的根拠に基づく抗血栓療法患者の抜歯に関するガイドライン　2015 年改訂版』が平成 27 年３月に
完成・出版されました。最初のガイドラインは平成 22 年に出版され、（財）日本医療機能評価機構の医療
情報サービス事業（Minds）に掲載され、安心・安全な医療の推進に役立っています。今回は改訂版です。

作成委員として、当院歯科口腔外科の宮田
勝診療部長が初版に引き続き参画しています。
抗凝固薬としてワルファリンが広く使用され
ていますが、最近では、新規経口抗凝固薬と
して、ダビガトラン、リバーロキサバン、ア
ピキサバン、エドキサバンが使用されていま
す。抜歯にあたりワルファリンの服用を中断
すると約１％に重篤な脳梗塞が発症すること
があります。そのため、当院では、抜歯に際
して、抗凝固薬や抗血小板薬（アスピリンな
ど）の服用患者（抗血栓療法患者）では、薬
剤の服用を中止することなく抜歯をおこな
い、抜歯後の出血に対して適切な局所止血を
おこなって対応しています。

今回の改訂版では、新規経口抗凝固薬服用
患者に対しても、薬剤の服用継続のまま抜歯
を行っても、適切な局所止血を行えば重篤な
出血性合併症を発症する危険性は少ないとさ
れています。当院では、引き続き、血栓・塞
栓症の予防を図りつつ、適切な歯科治療の推
進により一層努めてまいります。

●建 設 場 所：石川県金沢市鞍月東２丁目地内 
●敷 地 面 積：96,000 平方メートル 
●延 床 面 積：62,000 平方メートル 
●構　　　造：鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造
 （免震構造） 
●階　　　数：地下 1 階、地上 10 階、屋上ヘリポート 
●病　床　数：630 床 
●駐車場台数：来院者用 900 台 

「抗血栓療法患者の抜歯に関するガイドライン改訂版」が完成

歯科口腔外科

整　備　概　要

鳥瞰図
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当院では子宮頸がんに対して先進医療である「腹腔鏡下広汎子宮全摘術」を行ってきています。こ
の手術は、平成 26 年 12 月に厚生労働省により先進医療と認められました。当院においても倫理委員
会の承認を得て、実施が認められる施設として平成 27 年２月に全国で７番目に届出が受理されてい
ます（図１）。

腹腔鏡とは、お腹の中
を炭酸ガスで満たして、
手術する場所がよく見え
るようにして行う手術で
す。開腹手術と比較する
と出血量が少なく、術後
の腸閉塞や痛みが少ない
などの長所があります。
腹腔鏡下手術は、産婦人
科のみならず他の多くの
診療科でも用いられてき
ていますが、当院産婦人
科でも年々腹腔鏡下手術
が増加しています（図２）。

子宮がんには、頸がんと体がんとがあります。子宮体がんに対しては、腹腔鏡下手術は、先進医療
を経て、すでに平成 26 年４月から健康保険の適応となっています。この手術方法は、どこの病院で
も保険診療としてできる訳ではなく、施設基準を満たしている病院でのみ施行可能なものですが、当
院はその基準を満たしています。そのため、当院では悪性疾患での腹腔鏡下手術の件数も増加してき
ており、開腹手術と同様に安全に行われています。

腹腔鏡下広汎子宮全摘術の対象は、子宮頸がんＩ Ａ２期、Ｉ Ｂ１期又はⅡ Ａ１期の比較的早期の
方です。この方法は、国内外の発表や当院の経験でも開腹手術と比較すると出血量が少なく、術後の

腸閉塞や痛み、手術切開創の
感染や治りが悪いなどの術後
合併症が少ない長所がありま
す。子宮がんにおいてロボッ
ト手術も含めた腹腔鏡下手術
は、アメリカでは約８割、６
年前の韓国においても約４割
を占めています。しかし、実
はこの点で日本は非常に遅れ
ていて、腹腔鏡下手術は極め
て少なく、ほとんどが昔なが
らの開腹手術となっているの
が現状なのです。

産婦人科における先進医療「腹腔鏡下広汎子宮全摘術」

産婦人科　　干場　　勉

腹腔鏡下広汎子宮全摘術

大阪府 大阪大学医学部附属病院

北海道 市立函館病院

大阪府 大阪医科大学附属病院

愛知県 豊橋市民病院

神奈川県 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター

東京都 公益財団法人がん研究会　有明病院

石川県 石川県立中央病院

三重県 地方独立行政法人　三重県立総合医療センター

東京都 独立行政法人国立病院機構　東京医療センター

神奈川県 医療法人社団三成会　新百合ケ丘総合病院

大阪府 独立行政法人労働者健康福祉機構　大阪労災病院

富山県 富山県立中央病院

岡山県 倉敷成人病センター

件
数

図1．先進医療実施医療機関（厚生労働省ホームページより）

図２．石川県立中央病院産婦人科の腹腔鏡下手術
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子宮頸がんでは放射線治療の効果も高いとされています。それゆえに放射線治療は術後の摘出物の
顕微鏡検査から必要とされる追加治療として、また、再発時の治療として選択される場合があります。
しかし、術後、腸閉塞や手術創部の感染がある場合には、放射線治療はできなくなります。その意味
では感染や腸閉塞がない腹腔鏡下手術の場合には、放射線を将来の治療法として温存しつつ治療が行
える安心感があります。

また、がんの治りやすさについては腹腔鏡下手術は開腹手術と同じ程度とされています。いままで
の開腹の子宮頸がんの手術でも術後に排尿排便障害や足のむくみなどの合併症が起こりえますが、腹
腔鏡を用いても切除する範囲が同じため同様に合併症が起こりえます。しかし、カメラで非常に近く
まで観察することができるため、より精細な手術が可能です。このことから取るべきリンパ節が十分
摘出できることや膀胱機能障害を予防する骨盤神経温存がし易くなることが指摘されています。

当院では泌尿器科においてロボット手術が行われてきています。産婦人科においても将来を見据え
て、二人がロボット手術のライセンスを取得する事ができました。これらの方法を用いてより低侵襲
でより効果の大きな治療が行えるものと日々努力を重ねています。 

平成26年９月16日、１病棟７階
に症状緩和を主体とするがん治療病
棟が開設し、約１年が過ぎようとし
ています。日々療養生活を送られる
患者さん、ご家族の皆さんに、病院
内で少しでも四季を感じていただけ
る様に行事を企画しています。

がん治療病棟開設以来、クリスマス会、七夕、ミニコンサートを行ってきましたが、８
月12日に院内でも初となる夏祭りを開催しました。試行錯誤の中、職員・ピアサポーター・
ボランティアの協力の元、手作りの会となりました。

参加者は、がん治療病棟の患者さんに留まらず、小児科を始め他の病棟の患者さんやご
家族の皆さんも合わせ約50名となりました。会場ではボランティアの方によるネイルコー
ナーでおしゃれを楽しみ、輪投げ・あひるすくい・もぐらたたきの遊びコーナーで童心に
返っていただきました。また、かき氷や飲み物で喉を潤し涼しさを感じていただきました。

祭りの雰囲気を味わっていただくために、提灯や紙風船、花火などの手作りの飾りつけ
を行い、浴衣でおもてなしをしました。更に職員いぬわし座によるマジックショーが行わ
れ大いに盛り上がりました。最後はみんなで「炭坑節」を輪になって踊り楽しい一時を過ご
しました。

参加された患者さんから、患者サロンひだまりカフェにメッセージをいただきました。
当日の写真とともに全文をご紹介します。

院内初の夏祭り
平成 27 年８月 12 日

１病棟７階　荒井　裕子・北野　弘美
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● 日　時　平成28年３月１日(火)　午後６時00分～午後７時00分

　 会　場   石川県立中央病院  健康教育館　２階　大研修室　

　 テーマ　前立腺がんに対するロボット手術の現状

　 講　師   泌尿器科　宮城　徹　医師

石川県立中央病院医療情報部地域医療連携室
電話：076− 237− 8211（代）

県民大学校連携講座　医療・健康公開講座のお知らせ

お問い合わせ先

入院して初めて病気を忘れて楽しみました。ペットボトルで保冷剤をつかって飾りをつ
くることなど思いもつかなかったのにお手伝いをしてみてとってもきれいにできあがった
時はうれしい！って叫びました。多くの子供たちや入院している方が見に来て下さって感
謝です。子供たちもたのしい一時をすごしたと思います。皆さんに感謝します。かき氷も
何十年ぶりに食べて子供の頃の夜店を思い出しました。子供たちが声をあげながら輪投げ
やもぐらたたきをしているのを見ていて心があたたかくなりました。マジックショーも素
人さんらしい面白さが出ていて久し振りに声を出して笑いました。入院していると笑う事
は少ない毎日ですが笑うことが心をおだやかにしてくれることはまちがいありません。輪
おどりも短い時間でしたが何十年ぶりにおどってみると思いだしてきます。忘れた…と
思っていても身体はおぼえていることを知らされました。

これからまだつらい日々を耐える人達にとってスタッフの皆さんの心づかいはうれし
かったと思っています。苦労して用意して下さった皆様に病人の一人として感謝状を送

らせて頂きます。やさしさと楽しさ
を胸にいだいて退院させて頂きます。
がんでいつまた戻って来ても皆さん
の笑顔がある限りまた家に帰ること
ができるでしょう…。本当にありが
とうございました。次の行事を楽し
みにしています。

70代女性

夏祭り
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