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印象派にちなんで
　新年明けましておめでとうございます。連携いただくみ
なさまには、常日ごろからご協力いただき深く感謝いたし
ております。
　ご紹介いただく先生方、救急隊、また10アライアンス
病院などのご協力のおかげで、当院は市民に必要とされ
る高度急性期病院として機能できています。
　さて、ルノアール、マネ、ドガ、セザンヌなどフランス
19 世紀末の印象派の絵画に魅せられる方は多いのではな
いでしょうか。このところ上野のコートールド展、松方コ
レクション展、横浜では“パリに恋した12人の画家たち”
展が開かれ、自然な動きを捉え、光の変化を描き出す名
画には時を忘れさせられます。しかし、当初は画壇の主
流である官立のサロンからは酷評を受け、葛藤の中で己
の表現に集中し、評価を得て現在に至っています。
　当院では今、AI（人工知能）による音声入力できる電
子カルテを開発しています。幸いにも1年半前に内閣府の
AIホスピタルプロジェクトに採択され、日本で 5 番目の
AIホスピタルになれそうです。フロンティアは森林を切り
開いて道を作らねばならず、やりがいはあるものの困難も
伴いますが、手始めにボリュームゾーンとして年に150万
回を超える病棟ナースの検温をターゲットに、手入力を省
略できないかと取り組んでいます。
　4年後の新外来・中央棟を建てる時までに、様 な々シス
テムを組み込めるように進めていきたいと思います。
　また、今年は生産性本部の日本経営品質賞、4ステッ
プの上から2番目、クオリティクラスSを受ける予定で、
診療、事務、看護の部長を中心に自律的な組織を目指し、
楽しくアイディアを出し合っています。
　いずれもあまり前例のない中、模索しつつ横須賀からイ
ノベーションを発信します。印象派のように、みんなに求
められるような結果を出せればと願っています。
　今年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

横
須
賀
共
済
病
院
　
病
院
長

長
堀 

薫

新年のごあいさつ

写真提供：時事通信社

32



地域医療構想
みうら半島の明日を考える

遠藤横須賀市医師会長

座長の長堀病院長

国際医療福祉大学 大学院 武藤教授

会場の様子

「地域医療構想～みうら半島の明日を考える

パート 5 ～」を 2019 年 11 月 7 日（木）にセン

トラルホテルにて三浦半島病院会の主催で開催

いたしました。

今回の講演は、「地域医療構想・働き方改革

の実現と診療報酬改定」をテーマに国際医療

福祉大学大学院 医療経営管理分野教授武藤

正樹先生からご講演いただきました。昨今注目

されている働き方改革と本年 4 月に実施され

る診療報酬改定との関係、今後の方向性を詳

しくご講演頂きました。

Ｐａｒｔ５
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T O P I C S

第9回がん化学療法研修会開催報告
「がんゲノム医療－これまでとこれから－」

地域がん診療連携拠点病院である当院では、年に 1 回がん化学療法研修会を開催しています。
今年度は、2019 年 11月 7 日（木）に当院講堂において開催いたしましたのでご報告いたします。

昨年はがん遺伝子パネル検査が保険収載となり、がんゲノ

ム診療元年とも言われています。そのような背景の中で

“がんゲノム医療”をテーマに取り上げました。医師、看護師

を中心に総勢 45 名の方にお集まり頂きました。

最初に呼吸器内科の夏目部長から一歩先行している

肺がんのゲノム医療について、その歴史的変遷も踏まえてわ

かりやすくお話をして頂きました。その後坂下の方から、が

んゲノム医療の話をしました。まずは、がん遺伝子パネル検

査とはどういう検査か、今までのがんゲノム医療と何が違う

のか、一部の患者さんには新たな治療の選択肢が見つかるメ

リットがある一方で、多くの患者さんには新たな治療にはつ

ながらず、高額な検査費用がかかるデメリットがあることを

説明しました。その後、保険収載はされたが検査できる患者

さんと検査が行える施設が限られていること、標準的ながん

ゲノム医療の流れと治療につなげるための今後の展望をお示

し、最後にこれからの当院の取り組みなどについてお話させ

て頂きました。地域がん診療連携拠点病院として、がん診療

に幅広い選択肢を提供できればと考えています。

化学療法科　部長　坂下 博之

呼吸器内科部長 夏目医師

Profile

認定資格

医学博士
がん薬物療法専門医・指導医
日本呼吸器病学会専門医・指導医
日本呼吸器内視鏡学会専門医・指導医
日本アレルギー学会専門医
専門分野
肺悪性腫瘍
がんゲノム医療

出 身 校

東京医科歯科大学 1992 年卒
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T O P I C S

今年度も地域の先生方との医療連携の充実を図るべく歯科口腔外科研修会を開催いたしました。
院内外から医師、歯科医師、歯科衛生士など41 名の方にご参加を頂きました。

横須賀共済病院地域連携登録医の先生方には平素より

大変お世話になっております。

去る 2019 年 11 月 21 日（木）に、横 須 賀 共 済 病 院 5

階講堂において恒例の歯科口腔外科研修会を開催させて

頂きました。研修会では私から平成 30 年度の当院の周術

期等口腔機能管理の報告と、昨年 4 月から始まりました

院外の先生方との連携についてお話し致しました。引き続

きまして外科系診療部長兼泌尿器科部長の小林先生から

「泌尿器科、歯科の連携とロボット支援手術の紹介」とい

うテーマで前立腺癌の骨転移や骨吸収抑制薬使用時の歯

科連携、泌尿器科周術期における歯科連携とロボット支援

手術の紹介を行って頂きました。実際に泌尿器科領域の治

療は低侵襲となっており周術期等口腔機能管理は術後の合

併症予防や麻酔導入時の歯牙トラブル予防などに重要であ

るという内容でした。今後も連携登録医の先生方と共に医

科歯科病診連携に貢献して参りたいと存じますので宜しく

お願い致します。

歯科口腔外科　部長　宮 直利

第13 回
歯科口腔外科研修会開催報告

診療部長兼泌尿器科部長 小林医師
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報告だよりAction
市民公開講座
横須賀がんフォーラムを開催しました

横 須 賀 が んフォ ー ラムで は、「 肺 が ん の 予 防 と 治 療 
～胸腔 鏡手 術・ロボット手 術～」と題し、お話させて頂
きました。

前半の肺がんの予防の部分では、肺がんの予防のため
には禁 煙が重要であることを説明しました。また、肺が
んの検 査方法について説明し、CT 検診の有効性につい
てお話しました。

後半の肺がんの治療の部分では、我々がいつも行ってい
る胸腔鏡手術についてお話しました。また、最近導入し
たロボット手 術について、どこが 優れているのか、今後
の展望についてお話させて頂きました。

今後も地域の皆様に最良の医療を提供できるよう尽力
する所存です。どうぞよろしくお願い申し上げます。

子宮頸がんは日本において、近年増加しており特に 20 ～ 40
歳台の若年層の罹患率が増加しています。子宮頸がんの 95％
以上がヒトパピローマウイルスが原因で、性交渉で感染し、女
性の 80％が一生涯に一度は感染するといわれている常在ウイル
スです。すべてのウイルスが癌化するわけではなく、一部のハイ
リスク型のみです。初期に自覚症状がないため、スクリーニン
グとして子宮頸がん検診が重要です。厚生労働省では 20 歳以
上の女性に対して、2 年に 1 回の子宮頸がん検診を推奨してい
ます。米国では頸がん検診受診率が 80％を超えるのに対して
日本は 16.3%と、極めて低い受診率です。検診を定期的にうけ
ることが早期発見の第一歩です。

早期の子宮頚がんに対しては腹腔鏡下での手術も可能です
し、予後も良い癌です。

ぜひ産婦人科を受診して子宮頸がん検診を受けましょう。

呼吸器外科　医長

安藤 耕平
産婦人科　医長

古野 敦子

総合司会　呼吸器外科部長　諸星 隆夫

講演 1 がん治療と口腔ケア
歯科口腔外科部長　宮 直利

講演 2 肺がんの予防と治療
～胸腔鏡手術・ロボット手術～
呼吸器外科医長　安藤 耕平

講演 3 子宮頸がん検診の
必要性と子宮頸がんに対する治療  
産婦人科医長　古野 敦子

みなさんからの質問コーナー

歯科口腔外科 宮部長 呼吸器外科 諸星部長

「がんの予防と治療と
口腔ケア」

内容

みなさんからの質問コーナーの様子

6 7



報告だよりAction
市民公開講座
よこすか健康教室「心臓疾患の治療」開催報告

2019 年 12 月 7 日、逗子文化プラザホールで市民

公開講座を開催いたしました。会場が満席になるほど

たくさんの方々が受講されました。

虚血性心疾患、下肢閉塞性動脈硬化症の総論から

カテーテル治療につきまして、高橋副院長から講演が

あり、とくに原因となる生活習慣病の管理の重要性と、

県内一である当院循環器病センターでの治療実績の話

がありました。

心臓弁膜症についての説明、特に手術後は健常者と

変わらない生存率となる手術の効果につきまして、私

がお話しいたしました。

最後に、高橋副院長の不整脈、心房細動についての

わかりやすい説明で講演がしめられました。心房細動

のカテーテルアブレーションについてだけではなく、当

循環器病センターならではの心房細動由来の脳塞栓症

の予防法について解説があり、左心耳閉鎖デバイスと

胸腔鏡下左心耳切除が両方とも実施可能な当循環器病

センターの特徴についても説明がありました。

今後も、横須賀だけではなく、三浦半島の医療に貢

献できるよう努めてまいります。

当院は横須賀逗葉三浦地域における基幹病院として地域住民を対象によこすか健
康教室（市民公開講座）を行っています。第 28回の今回は、逗子文化プラザホール（さ
ざなみホール）にて開催いたしました。

心臓血管外科　部長　牧田 哲

心臓血管外科　牧田部長

高橋副院長

●初めてこのような講演会に参加しましたが、とても分かりやすくて参考になりました。

●病気について知ることは不安をなくすことであるとわかりました。ありがとうございました。

●とても分かりやすくで、家族にも聞かせたいと思いました。

参加された方から感想を頂きました！
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がん診療の取り組み
院内がん登録について（2017 年）

がんの発生部位別登録数
年間の院内がん登 録を部位 別に見ますと、
結腸がんと肺がんが最も多く、次いで前立腺
がん、胃がん、乳 がん、直 腸 がん、子宮
頸部がんの順に多い。

 登録件数 　2,191 件
＊男女の内訳は、男性が 1,254 件、女性が 937 件。

がんの発生部位別登録数（男性）
前立腺がんが最も多く、次いで、肺がん、結腸がん、
胃がん、膀胱がん、直腸がんの順に多い。

がんの発生部位別登録数（女性）
乳がんが最も多く、次いで、結腸がん、子宮頸がん、
肺がん、胃がん、直腸がん、子宮体部がんの順に
多い。

院内がん登録とは、がんの診断・治療を受けた患者さんについて、がんの部位や種類、病期、治療内
容（手術、坑がん剤、放射線など）、受診経緯、予後（生存確認）に関する情報を集める仕組みで、が
ん診療の質の向上と、がん患者さんの支援に役立てることを目的としています。地域がん診療連携拠
点病院である当院は、この院内がん登録を積極的に進めるとともに、神奈川県（地域）や国（全国集計）
へ登録情報を提供し、がん対策に協力しています。

部位別 登録数（上皮内癌を含む）
口腔・咽頭 

食道

胃

結腸

直腸

肝臓

胆のう・肝外胆管

膵臓

喉頭 

気管・肺

骨・軟部組織 

皮膚
（悪性黒色腫含む）

乳房

子宮頸部

子宮体部

卵巣

前立腺

膀胱

腎・他の尿路

脳・中枢神経系

甲状腺

悪性リンパ腫

多発性骨髄腫

白血病

他の造血器腫瘍

その他
0 50 100 150 200 250 300

58

63

200

237

100

58

33

63

237

81

193

91

39

31

233

61

90

51

28

60

21

37

45

65

部位別・性別 登録数（上皮内癌を含む）
口腔・咽頭 

食道

胃

結腸

直腸

肝臓

胆のう・肝外胆管

膵臓

喉頭

気管・肺

骨・軟部組織

皮膚
（悪性黒色腫含む）

乳房

子宮頸部

子宮体部

卵巣

前立腺

膀胱

腎・他の尿路

脳・中枢神経系

甲状腺

悪性リンパ腫

多発性骨髄腫

白血病

他の造血器腫瘍

その他
300 250 200 150 100 50 0 0 50 100 150 200 250 300

42 16

1152

140 60

145 92

59 41

34 24

1122

35 28

45 36

192

910

390

310

233 0

73 17

11

39 22

25 26

20

32 28

11 10

21 16

34

42 23

 男性　  女性

10

150 87

10 件未満については表示しておりません。
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2019 年 10 月 28日（月）神奈川県立

横須賀明光高等学校にてがん教育に

ついての講義を行いました。

将来看護師を目指している福祉科の

3年生11名の生徒さんが参加しました。

当院からは診療部長の豊田医師が、

がんについての基礎知識、現在とこ

れからの治療方法などについて、続

いてがん看護専門看護師の坂本看護

師よりがん看護の実際や、患者さん

との関わり方などについて講義を行

いました。今後も継続してがんについ

て正しい知識を広める機会をもちた

いと考えます。

がん教育　～高校生に対するがん教育～

 電話番号 	 046-822-2710（代）　内線 2576

 相談場所 	 C 棟４階

 受付時間 	 月～金曜日　9：00 ～16：00	
	 （祝祭日・年末年始	12/29～1/3・	
	 創立記念日3月第2金曜日はお休み）

相談は
無料です

相談員（看護師や医療ソーシャルワーカー等）が、
患者さんやご家族からの質問や相談をお受けし、
情報提供や問題の解決に向けて、一緒に考えてい
きます。ご相談の内容は、相談者の方の承諾なしに、
主治医やほかの人に伝わることはありません。

秘密は守られます。
安心してご相談ください。

患者サロンのご案内

月～水曜日（11：00 ～ 13：00） 
ボランティアさんによる情報提供のお手伝い・傾聴

木曜日（14：00 ～ 15：00） 
看護師・管理栄養士・社会福祉士による茶話会など

 茶話会例 　ストレスと上手に付き合おう	
　　　　　　がんと食事	
　　　　　　がんで心配なお金の話

がん患者サロンが利用できる日時（祝日は除きます）

がんの相談窓口を
設置しています

※開催日詳細はホームページ
　にてご確認下さい
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横 共 病 の
こんなコトやりました

　医療者は、日々ON・OFF を切り替え
る事が大切と考え当院職員、近隣の医療
従事者を対象に毎年「幸せを育む講演会」
を企画しています。第 3 回目の今年は日
本ホスピタルクラウン協会	理事長	大棟耕
介氏に「笑いを力に！」をテーマにご講演
頂きました。ご講演では日々の生活や療
養の場で「笑い」がどれほど力になるかを
楽しくお話しをして頂きました。終了後参
加者からのアンケートでも91％が満足と
回答を得るほどの内容でした。
また講演前には、当院小児病棟に訪問頂
きいつも泣いている小児が笑顔になり病
棟スタッフもびっくり！大棟氏は、周囲の
人々を笑顔にしてくれました。

　部署責任者またはその代行を務める者同士が、まずは顔見知り
となり組織や個人の能力向上、理念の体現に向けおしゃべりをす
る機会を作りたいと考え「おしゃべり・カフェ」を計3回開催しま
した。参加者は延べ150 名を超えました。
初の試みでしたが参加者からは、
「多くのスタッフ職種の方と話すことで考え、意見に広がりを持つ
ことができた！！」
「様々な職種の方から考えや思いを聞けて勉強になりました。お互
い協働して補完し合うことで患者さんに良い医療・看護を与えら
れると思います。」
「顔の見える関係が大切だと思います。病院の中でも、地域でも、
顔をみて仕事をしていこうと思いました。」
などの感想が聞かれ、今後も継続していく予定です。

ホスピタルクラウン

おしゃべり・カフェ

小児科病棟訪問風景

事務部長室へも！
大棟氏講演の様子

ブランド推進室長　千葉 由美
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毎年恒例となりました、米海軍第7艦隊音楽隊「シオカゼ・ウィ

ンズ」の方々によるクリスマスコンサートを12月9日に当院講

堂にて開催いたしました。患者さんや地域の方々などに演奏を楽

しんで頂きました。

今年も院内保育園にサンタクロースが来てくれました。

園児達は一人ひとりサンタさんからプレゼントを受け取り、

とても嬉しそうな様子でした。

もろびとこぞりて

天を降りし神の御子

もみの木

くるみ割り人形

荒野の果てに

ザ・クリスマスソング

サンタが街にやってくる

きよしこの夜

サンタクロースがやってくる

ジングルベル・ロック

1st Set　第一部（行進曲など伝統的な式典音楽を中心）

2nd Set　第 2 部（クリスマス音楽を中心に演奏）

9 December 2019
Christmas Concert Set List
(Kyousai Hospital)

演奏曲

保 育 園 の

ク リ ス マ ス 会

10 11
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横須賀共済病院

新 年あけましておめでとうございます。年末年 始は如 何おす

ごしになられましたでしょうか？ 

さて、今年はいよいよ東京オリンピック・パラリンピックが開

催されます。日本が世界中から注目され、盛り上がる 1 年に

なると思います。6 月には聖 火リレーが当院 付近を通 過する

予定です。実際に聖火を持ったランナーが横須賀を走ると思

うと今からわくわくします。

本年も横須賀共済病院とれんけいだよりをよろしくお願いい

たします。

地域連携室　山田・小松

編集後記 理　念

患者さん・家族・職員

すべての人が安心できる

病院をめざします

よかった。
この病院で

 News

当院 B 棟 5 階病棟 井上はるみ師長が、
人命救助で横須賀市消防局より感謝状が
贈呈されました。
昨年 12 月、横須賀市の町内で開催された餅つき大

会で、餅を詰まらせ意識消失した傷病者に対し、偶

然餅つきに参加していた井上師長と住民の方 2 名が

迅速な救命活動を行い、傷病者を社会復帰に導くこ

とができました。3 名の消防協力者に横須賀市消防

局長から感謝状が贈呈されました。

 メディア掲載記事紹介
「一人ひとりが考える組織を築き　目指すは AI ホスピタル」
病院長　長堀薫
病院羅針盤 2019/10/1 版（産労総合研究所）

「AI（人工知能）導入による業務軽減で、
究極の働き方改革と患者に寄り添う医療の実現」
病院長　長堀薫
医療経営白書 2019 年度版（JMP 日本医療企画）

ロボット支援手術 手術数総数 105 件（神奈川県 4 番目）
週間ダイヤモンド 2019/10/19 版

2020 年はねずみ年！
カピバラの和名はオニ
テンジクネズミ（ 鬼 天
竺 鼠 ）。ネズミ目テン
ジクネズミ科カピバラ
属 に 分 類 さ れ、 世 界
最大のねずみともいわ
れています。

右から 3 人目 井上師長




