
肝臓病教室
【一般の方向け】

 1 /23（金）「もっと知りたい肝臓病！」 ～肝臓一般（総論）～
講師：下関医療センター　副院長　山下　智省

 2 /27（金）「もっと知りたい肝臓の検査！」 ～検査（血液検査、画像等）～
講師：下関医療センター　肝臓病センター　加藤　彰

 3 /27（金）「もっと知りたいＢ型肝炎！」 ～Ｂ型肝炎の診断と治療～
講師：下関医療センター　肝臓病センター　木村　輝昭

10月30日に院内オータムコンサートを行いました。陽だまりの方々
の優しい歌声に聴き入り、時には一緒に歌い、穏やかな秋の気配を
感じるひとときでした。
ドルフィンキッズの子供達もハロウィンの衣装に身を包み、会場は

手拍子や笑顔でいっぱいになりました。
文責　看護師長　奥野美穂

去る11月15日（土）、シーモールホールにおいて『平成26年度　下関医療センター健康フェア』を開催いたしました。今年度
は、例年午後に行う市民公開講座を朝から開始としたため、来場者がどの程度か心配していましたが、追加で椅子の準備が
必要なほどの盛況となりました。会場いっぱい、約180名の方に聴いていただきました。（ほっと一安心）
今年の講座は、一番手に循環器内科部長の久松裕二先生が『老いは血管から～知って得する動脈硬化のお話～』で、誰も

が知っているサザエさん一家を例えに、より身近で分かりやすく動脈硬化の怖さを学ぶことができました。二番手は放射線
科部長の佐々木克己先生より『画像診断アレコレ～どの検査が1番いいの？～』結論として、それぞれの検査に特徴があるた
め“みんな違ってみんないい”と、インパクトのある一言でまとめられました。最後は透析看護認定看護師の新田靖之看護師か
ら『知らぬは幸せ？慢性腎臓病』で、何気に食べている食事の塩分摂取の落とし穴について気づかせてもらいました。全体や
や時間オーバーとなってしまったものの、来場者からのアンケートでは「大変分かりやすかった、勉強になった、健康の関心度
を再認識させていただいた、来年もぜひ受講したい。」などの声が寄せられました。また、今後聴きたいテーマについては、腰
痛・膝痛、認知症、糖尿病、栄養と健康などの希望が聞かれました。約180名の方に聴講していただきました。
体験コーナーでは、昨年に引き続き下関保健部マスコットの“こころん”と、今年はシーモールのキャラクター “しもるん”

二人！？が、会場で皆さんを出迎え盛り上げてくれました。
各コーナーの参加者は以下の通り。
頚部エコー検査…120名　摂食嚥下コーナー…36名　栄養指導…約50名
健康相談…50名　肝炎検診…34名　健康体操…約70名
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今年も、職員の一致団結協力のもと無事に終えることができました。来
場者から『私たちの病院として、今後ともよろしくお願いいたします。』との
声をいただき、また気持ちを引き締め頑張っていこうと思いました。ありが
とうございます。

去る平成26年11月13日、第８回地域医療連携検討会・交流会がシーモールパレスで開催されました。下関市、市内の病院・
クリニック・介護施設・薬局、消防署など45施設78名の方々にご出席いただき、盛会に終わりましたことを御礼申し上げます。
今回は、独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）に移行して初めての会議であり、新しい組織の使命と構想について、

佐々木院長から説明させていただきました。
検討会では、まず医療支援室（山下副院長）から紹介患者の受け入れについて、救急治療部（森永副院長）から救急患者の対応

について当院の現状を説明いたしました。続いて、診療科を代表して放射線科（佐々木部長）、外科（坂田副院長）、肝臓病センター
（加藤センター長）及び眼科（石村部長）からそれぞれの診療体制についてプレゼンテーションいたしました。とりわけ、各診療科の
最新の診断・治療方法とその実績の報告は、日頃ご披露する機会が少ないこともあり、大変
好評であったようです。
引き続いて行われた交流会では、ビュッフェスタイルの食事を楽しみながら、内外およそ

130名の出席者の間で親睦を深めることができました。
市民の方々や医療関係者に、新しい組織と新しい病院名に早くなじんでいただくことが大

切です。そのためにはこのような機会はとても貴重なものと私たちは考えています。来年度以
降も引き続き開催していきますので、よろしくお願い申し上げます。

臨床栄養勉強会
知らなきゃソン塾
【医療従事者向け】  3 /19（木）会場：下関医療センター

 2 /19（木）会場：安岡病院

18：30～

文責　古本
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歯科口腔外科ご紹介
新入医師の紹介

院内オータムコンサート
健康フェア開催　地域医療連携検討会・交流会が開催されました
今後の病院行事のご案内
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下関医療センター 広報誌下関医療センター 広報誌下関医療センター 広報誌

郵便番号750‒0061 下関市上新地町3丁目3番8号
TEL.083‒231‒5811（代表） FAX.083‒223‒3077
TEL.083‒231‒7887（健康管理センター）

【理　　念】
最新の知識と医療レベルを駆使して、
地域住民に誠心誠意奉仕します

【基本方針】
1. 病める人の立場に立ち全人的医療を実践します
2. 地域連携を推進し、地域に密着した医療を展開します
3. 良質・最新の医療を提供するため、日々の研鑽と
　 人材育成に努めます

ば か ん いし んば か ん いし んば か ん いし ん
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歯科口腔外科ご紹介

地域医療のために
当院は平成26年４月１日、「独立行政法人 地域医療機能推進機構 下関医療センター」に名称変更しました。

当科（歯科口腔外科）におきましても、その名前の通りに地域医療機能推進のため、院内のみならず、下関市内
はもとより県内外の多くの医療機関（医科・歯科）とともに連携しながら診療をしております。

病院歯科口腔外科の位置づけ
当科のような「病院歯科口腔外科」と「大学病院の歯科口腔外科」、「かかりつけ歯科（歯科医院／デンタルクリニック）」

との違いがわかりますでしょうか？
歯に痛みがある時や口腔内に違和感がある場合、皆様がまず受診すべき医療機関は「かかりつけ歯科」です。

「かかりつけ歯科」がない方は、ご自宅や学校・職場等の近くにある通院しやすい歯科医院を受診し、そこを「かか
りつけの歯科」とするのがベストでしょう。たいていの歯科疾患は「かかりつけ歯科」にて治療することが出来ます。
「かかりつけ歯科」で治療困難な症例（一般の歯科では治療が難しい疾患の場合、持病が多くて歯科治療に際して
医科との連携が必要な場合、手術が必要な症例の場合）は、当科のような「病院歯科口腔外科」を受診することに
なります。その場合は「かかりつけ歯科」にて紹介状（診療情報提供書）を書いていただいてご持参下さい。当科
受診までの経過やかかりつけ歯科での治療内容などがわかり、当科での治療を速やかに開始することが出来ます。
当科のような「病院歯科口腔外科」には入院設備があり、全身麻酔下での手術を行うことが出来、地域の2次医療

機関としての役割を果たしています。しかしながら2次医療機関でも治療困難な
症例、高度の医療が求められる場合は、より高次の医療機関である「大学病院
の歯科口腔外科」を紹介させていただいております。
以上のようにそれぞれの患者様に最善の治療をご提供もしくはご案内させて

いただいております。「大学病院の歯科口腔外科」や「かかりつけ歯科」との
連携をより一層密なものにするために、関連歯科医学会や歯科医師会の勉強会、
地域社会のイベント（健康フェア等）に参加させていただいております。

酔下での手術を行うことが出来、地域の2次医療
治療困難な
「大学病院

案内させて
歯科」との
の勉強会、
す。

当院他科や他院医科との連携
当科の患者様の中には、既往症（心疾患、脳梗塞、高血圧、糖尿病、骨粗鬆症など）をお持ちで、複数の内服薬

を使用されている方がおられます。歯科口腔外科の治療には観血的治療が多く、術前に全身状態を確認する必要が
あります。そのため当院他科に通院中の方は院内の主治医と相談しながら、他院に通院中の方にはかかりつけ病院の
担当医と診療情報提供書をやりとりしながら当科での治療を進めております。

大 学 病 院

下関医療センター 院内関連各科 歯科口腔外科（当科）

他院内科
他院外科
他院皮膚科
他院泌尿器科
他院整形外科
他院循環器科
他院脳神経外科
他院耳鼻咽喉科

歯科口腔外科 大学病院関連各科

かかりつけ歯科
（矯正歯科）

かかりつけ歯科
（小児歯科）

かかりつけ歯科
（病院歯科）

かかりつけ歯科
（一般歯科）

周術期の口腔機能管理
当院外科において「がんの手術」を受ける患者様に対して、当科では「周術期の口腔機能管理」をさせていただ

いております。術前術後の口腔機能管理を歯科医師が行い、周術期における入院中の患者様の専門的口腔衛生処置
を歯科衛生士が行うことにより、がんの手術後の誤嚥性肺炎等の合併症を軽減させることが出来るからです。

 2015新年号 3

歯科口腔外科ご紹介

大切な歯を守るために
健康に暮らすためには、十分な栄養を摂る必要があります。そのためには

十分な咀嚼が必要です。義歯やブリッジやインプラントは咀嚼能力をある程
度回復させるかもしれませんが、100％ではありません。本来のご自分の歯
に勝るものはないのです。1本でも多くの歯を長く持たせるためには、毎食後
の歯磨きだけでは不足な面があります。定期的に「かかりつけ歯科」を受診し、
メンテナンスを行っていただくことをお勧めします。

文責　歯科口腔外科　二宮史浩

新入医師の紹介

専門分野／麻酔全般
所属学会／日本麻酔科学会、日本臨床麻酔学会 等

麻酔科医員

とくつ　ひろとし

得 津 裕 俊

下関の医療に貢献できるよう精一杯務めます。

専門分野／呼吸器外科全般（特に肺癌の診断と治療）
所属学会／日本呼吸器外科学会、日本呼吸器内視鏡学会 等

呼吸器外科　部長

もりた　かつひこ

森 田 克 彦

患者さんには十分な説明をし、納得できる医療を提供したいと
思っています。

インプラント治療について
当科におきましても保険外診療のインプラント治療を行っており

ます。しかしながら、インプラント治療は誰にでも行えるものでは
ありません。インプラントを植えるのに十分な骨の厚みがない方
などには事前の準備（骨造成や骨移植等）が必要です。インプラ
ント治療をお考えの方はまずはご相談ください（要予約・有料）。

当科で対応出来る疾患
耳鼻咽喉科の領域を除いた、口の中や口の

周りのほとんどの疾患に対して対応可能です。
どこの科を受診したら良いかわからない場合は
ご相談ください。

当科の特徴・主な診療内容
前述のように病院歯科口腔外科の特徴（入院設備がある、全身麻酔下で

の手術が可能である、院内に医科があり関連各科との連携体制がとれる等）
を活かした医療を優先的に行っていくことで、地域に密着した医療を提供する
ことが出来るものと考えております。
「かかりつけ歯科」からの紹介が一番多いのは「埋伏歯の抜歯」です。智歯（親
知らず）や過剰歯などが顎骨の中に深く埋まっていることがあります。大半は
外来局所麻酔下での抜歯で対応出来ますが、あまりにも深く埋まっており、
神経や血管に密接している状況下では、安心安全のために入院していただき
全身麻酔下での抜歯を行うこともあります。
次に紹介が多いのは「炎症」です。歯が原因で歯肉のみならず、顔が腫れることがあります。炎症の程度が重篤な

場合は積極的な治療が必要です。入院加療（消炎手術や抗菌薬の点滴など）を行うこともあります。
また、「外傷」の症例も多く診させていただいております。交通事故などで顎の骨が折れた症例は、噛み合わせを

元の位置に戻すために手術による整復固定を行います。転倒等で歯が抜け落ちてしまった症例の場合、抜け落ちた
歯を持参していただければ、元の位置に再植を試みます。
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