
民病院が地方独立行政法人として再出発をしてはや
3年が経ちました。

病院事業の運営に、Plan⇒Do⇒Check⇒Actionのマネジメン
トサイクルを、またBSC（バランスト・スコアカード）による全
病院的組織マネジメントツールを活用し取り組んできました。
平成25年度の総括ですが、救急車搬送患者数は、月平均200
件超のペースを継続し過去最高を更新しました。また、医師
会との連携を強化し、11月には兵庫県より地域医療支援病院
の承認を受けました。医療の質向上の取り組みでは、9月に電
子カルテの導入、2月には病院機能評価の受審と全病院的事
業を円滑に進めました。
電子カルテ導入前後で入院患者数が抑えられたものの、診

療単価が上昇し入院収益は前年度を1億5千万円上回りまし
た。一方で費用の増加により、わずかながら経常収支比率の
目標は達成できなかったものの、2年連続で黒字決算を維持
できました。
外部委員による評価では、医療の質向上など3項目で、中期
目標・中期計画の達成に向けて計画をやや上回って進んでい
る、市民のための病院としての役割の明確化など6項目で計
画どおりに進んでいる、また、医療職が集まり成長する人材

マネジメントが、計画の達成にはやや
遅れている、との評価でした。
医療の質の向上や地域医療機関と
の連携、総合力による医療の提供で
は、計画を上回り、逆に医療職の確保
や人事給与制度の整備では目標に届いていないとの評価結
果でした。
具体的な数値目標の達成状況を見ますと、救急車による搬
送患者数＝2,504人／年（目標：2,000人／年）、紹介率64.6％（同
65％）、逆紹介率65.8％（同60％）当期純利益88,000千円（同
91,000千円）、医師数53人（同58人）、看護師数239人（同282人）
となっています。
今後は、より安定した経営基盤を確立するために、適切な
数の医療職の確保と魅力ある人材育成システムによるト
レーニングの実施、成果型報酬の充実などの人事制度、給与
制度の整備に積極的に取り組みます。
また、国の医療制度改革の動向を的確に捉え、明石地域に
おける地域包括ケアシステムの確立に向けて、医療・介護・福
祉の関係者との連携をさらに強化し、役割の一端を担ってま
いります。
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市

日本医療機能評価機構認定病院

● 地方独立行政法人明石市立市民病院  地域医療連携課
〒673-8501  明石市鷹匠町1-33
TEL （078）912-2359（直通）　FAX （078）912-2362（直通）
http://www.akashi-shiminhosp.jp/

病院事業の実績と評価

日頃より各診療施設の先生方には、多くの患者さまをご紹介いただき有難うございます。７月に徳島大学（S63年卒）の井川医
師が着任し、現在3名体制で診療を行っています。外来は２診で、基本的に予約診療制としていますが、当日の患者様の紹介にも
対応できるよう努めています。手術日は火曜、水曜、木曜の午後に全身麻酔、脊椎麻酔手術症例すべてを麻酔科医管理のもとに
実施しています。したがって、これらの曜日の午後には紹介への対応不可能となっておりますのでよろしくお願いいたします。
さて、今秋10月より、あきこレディースクリニック（小野明子院長）との新たな連携を開始することとなりました。あきこレ

ディースクリニックでの病床が満床であるときに、クリニック通院中の妊婦さんの分娩に当院分娩室を利用していただき、出
産後も産婦さんの主治医として診療していただきます。帝王切開手術となった場合にも、手術に主体的に関わっていただきま
す。そのための事務的諸問題について整理し、小野明子院長と明石市立市民病院との正式な合意契約が成立しました。このたび
の取り組みは、市民病院の地域病診連携のあり方の一つの方向性を示すものと期待しています。　

（産婦人科部長　草西　洋）

開業医・診療所サポート支援 産婦人科（あきこレディースクリニックとの連携）産婦人科（あきこレディースクリニックとの連携）産婦人科（あきこレディースクリニックとの連携）
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部位別にみた肝がんの死亡率は男性４位、女性６位で、
毎年３万人以上がこの病気で死亡しています（※厚生労
働省、人口動態統計（平成２６年版））。最大原因はＣ型肝
炎および肝硬変ですので、その完治が肝がん予防に寄
与します。つまり肝がんは「前がん患者を囲い込み治療
介入することで予防可能」な疾患であり、そのためＣ型肝
炎への治療介入、すなわち抗ウイルス療法がこれまでさ
かんに研究されてきました。

現在の治療 ～第１世代ＩＦＮフリー療法の欠点～

本邦でＣ型肝炎に対するインターフェロン（以下、ＩＦＮ）治療
が開始されたのは、19 9 2年でした。当時は週３回投与で、発
熱、食欲不振、脱毛等の副作用と戦いつつ半年間治療を行って
も、難治例では完治率わずか５％程度でした。その後200 1年
に治療効果を高めるリバビリン（以下、ＲＢＶ）が発売され、ＩＦＮ
との併用で完治率は２０％に上昇したものの、逆に貧血等ＲＢＶ
特有の副作用が上乗せされました。2004年にはＩＦＮが週１回
投与のペグＩＦＮに改良されるとともにＲＢＶとの併用が可能と
なり、副作用が軽減されつつ完治率も５０％に上昇しました。
2011年には更にテラプレビルを加えた３剤併用療法が開始さ
れ完治率が７０％に上昇しましたが、テラプレビルの副作用が
非常に強く（＝皮疹、腎障害、貧血、高尿酸血症、等）、次世代の
治療が望まれました。
そのような中、テラプレビルに代わりシメプレビルが2013年

に登場し、このシメプレビル・ペグＩＦＮ・ＲＢＶ３剤併用療法が現
在の標準治療となるにあたり、副作用は大きく軽減され完治率
もほぼ９０％に到達しました。

上述のごとく現在標準治療とされるのは、シメプレビル・ペグ
ＩＦＮ・ＲＢＶ３剤併用療法ですが、治療効果は初回治療例で
92％、前治療再燃例（＝前治療中に一度ウイルスが陰性化）で
97％、しかし前治療無効例で39％であり、無効例はあまり成績
が良くありません（図２）。

また、上述の通り本邦でのＩＦＮ治療開始から既に20年以上
が経過しており、Ｃ型肝炎患者の高齢化は顕著で７５歳以上の
方も決してめずらしくはなくなりました。従って高齢患者に使
い辛いＩＦＮを用いずとも完治に導く抗ウイルス療法が望まれ、
近年製薬各社がこの【ＩＦＮフリー療法】の開発に取り組んでき
ました。
第１世代としてダクラタスビル・アスナプレビルの経口２剤療法が本
年９月に発売されましたが、残念ながら以下のように様々な欠点を抱え
ています。

●治療効果が現行の標準治療であるシメプレビル・ペグＩＦＮ・ＲＢＶ
３剤併用療法や、来年始まる次世代ＩＦＮフリー療法よりやや劣る
（８０％程度）（図１）。

●添付文書に「ウイルス性肝疾患の治療に十分な知識・経験を持つ
医師のもとで、・・・」という警告文が明記され、非専門医が処方する
には抵抗がある。

●助成金対象だが、申請診断書を作成できるのは肝臓専門医と県が定め
る要件を満たした登録医師に限定される。

●ガイドライン上「極力Y93/L31変異を測定し、変異があれば治療待機を
考慮する。」と治療前の遺伝子変異測定が推奨されたが、この測定は保
険診療外となる。

●本治療は本邦だけで実施され、今後海外では実施予定がない。つまり、
グローバルな治療ではない。

●保険適応上の制限が強く、初回治療例のうちＩＦＮが使える患者には
使用できない。仮に何らかの理由をつけて（ＩＦＮを使わずに）本治療
を先行し失敗に終われば、その後のＩＦＮ治療は助成金対象とされず
極めて高額になる。

●本治療の失敗により薬剤耐性を獲得すれば、来年の次世代ＩＦＮフリー療
法が効きにくくなる可能性がある。

●投与中に肝障害が２０％弱の患者に発症し、そのうち短期間にグレード３
以上（ＡＬＴ＞１５０）となる重篤なものもまれではない（図３、４）。特に肝硬
変症例で重篤な肝障害が発症すれば、肝不全をきたす危険性も否定し
えない。

（図１）

（図2）治療の進歩 （図１）

はじめに

Ｃ型肝炎の
最新治療に
ついて
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まとめ　　　　　～現段階での当科の治療方針～

近未来の治療 ～Ｃ型肝炎治療はついに来年最終章へ～

（図3）

（図4）

（図6）

（図7）

（図5）

左記のごとく、2015年まで待機すれば次世代ＩＦＮフリー療法が可能と
なります。その代表格がセロタイプ１型ならソフォスブビル（以下、ＳＯＦ）・
レディパスビル経口２剤療法で、それに続きＡＢＴ－450r・Ombitasvir経
口療法も登場予定です。ここまで来れば副作用が少なく完治率も驚異的
で、初回治療例で95～99％、既治療例で94～97％です（図６）。

また治療期間も前述の第１世代の半分にあたる１２週間となります。
また、セロタイプ２型にもＳＯＦ・ＲＢＶ経口２剤療法が登場予定で、非肝硬変の
初回治療例で97％、既治療例で91％と、こちらも驚異的な完治率です（図７）。

これらの次世代ＩＦＮフリー療法は、血小板低値、糖尿病、高齢者といった
従来ＩＦＮ投与をあきらめてきた様々な患者への投与が期待されており、
2015年がＣ型肝炎治療の最終章となりそうです。

●併用禁忌薬が非常に多い（図５）。

●シメプレビル・ペグIFN・RBV3剤併用療法が可能な患者はそれを
検討。
●IFN不適格・不耐容、あるいは前治療無効の患者は原則次世代 
IFNフリー療法まで待機。待機期間はおそらく１年以内。
●どうしても待機できない、あるいは待機したくない患者は、上
記欠点を十分理解して頂いたうえで第一世代IFNフリー療法
を選択。

となります。

左記のごとくC型慢性肝炎は高い治癒率が望める疾患となり、肝
硬変・肝癌への進展を阻止できるようになって参りました。当科に
は、肝臓学会専門医が下記の３名在籍しており、IFNフリー療法の
助成金申請診断書にも対応できます。C型肝炎患者の治療に限ら
ず、肝疾患全般においてお気軽にご相談ください。

消化器内科
◆ 村松  哲 外来診察日：火曜日・金曜日
◆ 森川  輝久 外来診察日：月曜日・木曜日
◆ 山内  徳人 外来診察日：月曜日・水曜日



年々暑さ厳しい夏を乗り越え、一足飛びに朝夕冷え込む季節となりました。
地域医療連携だよりを通して、地域の先生方に最新の情報を提供させて
いただいております。ご参考になれば幸いです。今後ともご指導のほど
よろしくお願いいたします。

編 集
後 記

年々
地域
いた
よろ

地域連携医療機関の先生方、スタッフの皆様には平

素より大変お世話になり御礼申し上げます。また当院

の地域連携運営にご協力いただき、多くの患者さんの

ご紹介と病状の安定した患者さんの御加療を継続して

いただきありがとうございます。

当科は常勤の脳神経外科医2名で診療にあたってお

ります。

脳血管障害急性期ではくも膜下出血に対するクリッ

ピング術、コイル塞栓術を、日中では脳梗塞に対する

tPA投与による超急性期治療、脳内出血に対しては開

頭術や定位的血腫吸引術などを行っております。脳卒

中の慢性期に対しては、MRIやMRA、エコーを用いた

形態的評価を早急に施行し先生方の診療に役立つよう

に努力しております。また病状が安定いたしますと地

域の先生方に御加療の継続をお願いしております。

頭部外傷などに対しては救急部と連携して積極的に

救急患者を受け入れております。特に高齢者の転倒外

傷が多く発生しており、経過観察中に慢性硬膜下血腫

の発症が懸念される方もあり1-2か月の経過観察を要し

ますので当院へご相談ください。

　頭痛の患者さんは二次性頭痛の除外が必須である

ために詳細

な病歴聴取

と神経診察、

神経放射線

学的検査を

可能な限り当

日に施行して

おります。

　受診され

る方は片頭痛をはじめとした一次性頭痛の患者さんが

増えておりますが、経過の長い方では薬物乱用頭痛を

合併している方も多くなっております。このような場合

には片頭痛の予防薬投与や患者教育を行っております

のでご紹介いただければ幸甚であります。

　また歩行障害や認知症が次第に進行する特発性正

常圧水頭症の診断治療も行っております。3～4日の検

査入院で高次脳機能検査、髄液排出テスト、MRIや

SPECTを用いた検査などを行い治療方針を決定して

おります。

　今後とも地域医療に貢献してまいりますのでよろし

くお願い申し上げます。

した。
させて
のほど

昨年度より、救急医療に対する理解を深めることを目的とし
て、明石市及び神戸市の消防本部と救急搬送症例検討会を
行っています。
今年度は、7月18日（金）に明石市消防本部、8月25日（月）に

神戸市消防局西消防署及び垂水消防署と、当院において症例
検討会を開催しました。
7月18日には、消防25名、当院28名が参加し、「プレホスピ

タルにおける意識障害の鑑別」と題した齋藤脳神経外科部長
のレクチャーの後、消防、病院、それぞれ事例発表を行い、発表
についての解説の後、質疑、意見交換が行われました。
8月25日には、消防36名、当院21名が参加し、小平救急総

合診療科部長から当院救急搬送の現状について報告した後、
消防から救急の出動状況や搬送事例についての発表がありま
した。
当院に搬送された救急症例についての転帰や、疾患につい

てのレクチャーのほか、活発かつ忌憚のない意見が出て、両日
ともに、とても充実した懇談の場となりました。

消防の皆様には、日頃から救急搬送等で大変お世話になっ
ていますが、このような症例検討や意見交換などの場を通じて
お互いの理解を深め、今後のよりよい連携につなげるととも
に、地域救急医療の充実を図っていきたいと考えております。
たくさんのご参加ありがとうございました。

脳 神 経 外 科 の 紹 介

救急診療委員会症例検討会を開催しました

産婦人科（あきこレディースクリニックとの連携）

H25

詳細

聴取

診察、

射線

査を

り当

して

。

され

頭痛をはじめとした一次性頭痛の患者さんが

りますが、経過の長い方では薬物乱用頭痛を

齋藤部長（写真中央）
秋山副部長（写真左）
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（再診）でも初診紹介は受け付けます

● 患者様からの診察予約や予約変更は15：00～16：30の間にお願いします。
● 医療機関からの紹介・予約は「地域医療連携課」で8：30～19：00の間承っております。但し、翌日分予約は当日17：00までとなります。
（※1） 木曜日のみ、丹田医師（腎臓）診察枠あります

平成26年10月1日現在
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画像オープン検査
● オープン検査のお申し込み方法
画像検査申込書（様式2－1～4）に必要事項をご記入のうえ、FAXにて地域医療連携課にお申し込みください。
なお、予約状況につきましては、あらかじめ、お電話にて地域医療連携課にお問い合わせください。

＊時間外・土曜日の検査につきましては、支払い方法が異なりますので、地域医療連携課にお問い合わせください。

放射線科 様式2-1・2-2にご記入ください。

生理検査 様式2-3・2-4にご記入ください。

乳腺

骨シンチ

心筋シンチ

心筋シンチMIBG

脳血流シンチ

午前

午後

時間外（単純のみ）

午前

午後

時間外（単純のみ）

午前

午後

C T

MRI
1.5T

MRI
3.0T

R I

○

○

－

－

－

－

17：00～19：00

○

○

18：00～19：00

○

○

16：20

○

○

○

－

－

○

17：00～19：00

○

○

18：00～19：00

○

○

○

○

－

○

11：30

－

17：00～19：00

○

○

18：00～19：00

16：20

○

○

○

○

－

○

－

－

○

○

○

－

16：20

○

○

○

○

○

－

－

○

17：00～19：00

○

○

18：00～19：00

○

○

－

－

－

－

－

－

－

時間外

（単純のみ）

9：00～9：40

時間外

（単純のみ）

10：00～11：30

検査項目 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

平成26年10月1日現在

＊医療費請求方法が異なりますので、事前手続きが必要となります。 詳細につきましては、地域医療連携課にお問い合わせください。

脳波（土曜日は賦活なし）
NCS（ペースメーカーは禁忌） 16：00 16：00 16：00 16：00 16：00 9：00／10：30

ホルター心電図
ABPM
ENoG（ペースメーカーは禁忌）

16：00 16：00 16：00 16：00 16：00

心電図
ABI
呼吸機能

8：30～17：00 8：30～17：00 8：30～17：00 8：30～17：00 8：30～17：00

9：45／11：15

簡易PSG（一日1枠） 8：30～17：00 8：30～17：00 8：30～17：00 8：30～17：00 8：30～17：00 9：00～12：00

腹部エコー（朝食抜き） 8：30 － 8：30 8：30 8：30

心エコー
下肢静脈エコー 15：00 － 15：00 15：00 15：00 9：00／9：45

10：30／11：15

腹部エコー（昼食抜き）
頸動脈エコー 16：00／16：30 16：00／16：30 16：00／16：30 16：00／16：3016：00／16：30

9：00／9：45
10：30／11：15

検査項目 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

脳波・NCSは波形の結果のみです。所見が必要な場合は診察予約をお願いします。

明石市立市民病院　地域医療連携課
直通TEL 078-912-2359 直通FAX　078-912-2362 日本医療機能評価機構認定病院

(代表) 078-912-2323




