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1．消化器内科／血液内科／膠原病内科

1 ）外来（新患・再来）患者延数

外来（新患）患者延数 1,863 人 外来（再来）患者延数 31,407 人

2 ）外来（新患）疾患名（重要な疾患名を適宜）と症例数（比率）

1 大腸ポリープ （23％） 6 食道癌 （ 4％）

2 胃癌 （10％） 7 クローン病 （ 1％）

3 関節リウマチ （ 5％） 8 慢性肝炎 （ 4％）

4 大腸癌 （ 6％） 9 潰瘍性大腸炎 （ 2％）

5 膵臓腫瘍（膵癌含む） （ 2％） 10 白血病 （ 2％）

3）外来（再患）疾患名（重要な疾患名を適宜）

1 大腸癌 6 関節リウマチ

2 胃癌 7 潰瘍性大腸炎

3 食道癌 8 クローン病

4 慢性肝炎 9 白血病

5 肝細胞癌 10 多発性骨髄腫

担 当 医 師 人 数 平均 6人／日 看 護 師 人 数 3人／日

4）専門外来名・開設日

免疫疾患外来 月火・午前午後、水・午前

上部消化管疾患外来 月水・午後

下部消化管疾患外来 火・午後、木・午前

肝・胆・膵疾患外来 火水・午後

血液疾患外来 月火・午前、木・午後、金・午前午後

心療内科外来 火水・午後

5）専門医の名称と人数

日本内科学会指導医 14 人

日本内科学会総合内科専門医 13 人

日本内科学会認定内科医 30 人

日本消化器病学会指導医 9人

日本消化器病学会消化器病専門医 17 人

日本血液学会指導医 3人

日本血液学会血液専門医 4人

日本肝臓学会指導医 1人

日本肝臓学会肝臓専門医 5人

日本心身医学会研修指導医 1人

日本リウマチ学会リウマチ指導医 2人

日本リウマチ学会リウマチ専門医 2人

日本消化器内視鏡学会指導医 8人

日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医 17 人

日本大腸肛門病学会指導医 1人

日本大腸肛門病学会大腸肛門病専門医 1人

日本輸血・細胞治療学会認定医 2人

日本プライマリ・ケア連合学会指導医 4人

日本プライマリ・ケア連合学会プライマリ・ケア認定医 6 人

日本がん治療認定医機構がん治療認定医 7人

日本心療内科学会登録指導医 1人

日本カプセル内視鏡学会指導医 2人

日本カプセル内視鏡学会認定医 4人
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日本消化管学会胃腸科指導医 8人

日本消化管学会胃腸科専門医 10 人

日本ヘリコバクター学会H.pylori（ピロリ菌）感染症認定医 6 人

日本消化器がん検診学会認定医 2人
日本心身医学会・日本心療内科学会合同心
療内科専門医制度委員会心療内科専門医 2人

6）入院疾患名（重要な疾患名を記載）

大腸腫瘍（癌、腺腫、ポリープ含む） 282 人（32.3％）

胃癌 124 人（14.2％）

肝腫瘍（肝癌含む） 81 人（ 9.3％）

クローン病 34 人（ 3.9％）

膠原病（関節リウマチ、不明熱含む） 31 人（ 3.5％）

食道アカラシア 34 人（ 3.9％）

消化管出血 31 人（ 3.5％）

食道癌 33 人（ 3.8％）

急性白血病 14 人（ 1.6％）

多発性骨髄腫 14 人（ 1.6％）

潰瘍性大腸炎 10 人（ 1.1％）

骨髄異形成症候群 9人（ 1.0％）

肝硬変（肝不全含む） 5人（ 0.6％）

肝炎 16 人（ 1.8％）

十二指腸癌 20 人（ 2.3％）

胆嚢炎（癌）・胆管炎（癌） 17 人（ 1.9％）

膵腫瘍（膵癌含む） 13 人（ 1.5％）

胃・食道静脈瘤 13 人（ 1.5％）

膵炎 7人（ 0.8％）

その他 86 人（ 9.8％）

総　　　　　数 874 人

死亡数（剖検例） 15 人（ 4例）

担当医師人数 30 人 / 日

7 ）【特殊検査例、特殊治療例、手術例、特殊手術例】
ア．特殊検査例

項　　　　　目 例　数

①上部消化管内視鏡検査 2,615

②下部消化管内視鏡検査 1,824

③腹部超音波検査 1,100

④カプセル内視鏡検査（小腸、大腸） 216

⑤骨髄穿刺 130

⑥内視鏡的逆行性膵胆管造影検査 125

⑦超音波内視鏡検査 41

⑧超音波内視鏡下穿刺吸引術 37

⑨食道内圧測定検査 26

⑩ダブルバルーン小腸内視鏡検査 4

ウ．主な手術例

項　　　　　目 例　数

①内視鏡的大腸ポリープ粘膜切除術 349

②内視鏡的胃・十二指腸粘膜下層剥離術 121

③内視鏡的大腸粘膜下層剥離術 80

④内視鏡的止血術 66
⑤内視鏡的食道・胃静脈瘤硬化術、　
　内視鏡的消化管拡張術 30

⑥内視鏡的食道粘膜下層剥離術 31

⑦経皮経肝胆管ドレナージ術 4

⑧肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼術 18

⑨経口内視鏡的筋層切開術 11

⑩内視鏡的胃瘻造設術 10
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【診療に係る総合評価及び今後の課題】
1 ）診療に係る総合評価
　消化器内視鏡機器や技術の進歩により、治
療内視鏡（内視鏡的大腸ポリープ切除術、内
視鏡的胃・大腸粘膜下層剥離術）は依然とし
て増加傾向にあり、昨年と比較して内視鏡治
療の待機期間は短縮されている。これは、光
学医療診療部の看護師や臨床工学部の助力に
よるものである。また、大腸カプセル内視鏡
の大幅な増加がありも小腸カプセル内視鏡検
査も含めると過去最高である。低侵襲である
ことから今後も需要が増加するものと見込ま
れる。昨年から食道アカラシアに対する内視
鏡的治療である経口内視鏡的筋層切開術が導
入され、本年度も11件となっている。
　血液疾患では、既存の全身化学療法に加え
て分子標的製剤の使用や末梢血幹細胞移植併
用治療が増加している。他院からの紹介患者
が多く、地域医療に重要な役割を果たしてい
る。
　特定疾患に関しては、炎症性腸疾患（潰瘍
性大腸炎、クローン病）・膠原病（全身性エ
リテマトーデス、皮膚筋炎、強皮症等）の紹
介患者も多く、外来患者数・生物学的製剤（イ
ンフリキシマブ、アダリムマブ、トシリズマ
ブ等）の使用も年々増加の一途である。
　附属中学校の学校健診を行っている他、肝
疾患相談センターを併設しており、一般の方
からの相談も随時受け付けており、地域医療
に大きく貢献している。院内のスクリーニン
グで肝炎が疑われた場合や針刺し事故（肝炎
ウイルス、HIV ウイルス）にも当科で対応
している。
2 ）今後の課題
　外来患者数は昨年と変わらなかったが、稼
働額は約25％増となった。特殊検査、分子標
的治療の件数がその要因と考えられる。一方
で、外来看護師の人数が相対的に不足してお
り、負担が非常に大きい。外来化学療法室で

の分子標的治療件数が増加しているが、加療
室が増床となるためさらなる効率化と連携強
化が必要である。スタッフの増員・システム
の充実化を希望していきたい。
　病床稼働率は、病床数削減などの影響で
94.5％と昨年度より低下しているが、稼働額
がほぼ同等であった。関連施設との連携も強
化し、より高度な治療を多くの患者に提供で
きるようにしたい。本年度はまた病床数がも
どっているが、それに伴い病棟看護師の勤務
時間超過が大きな課題であり、多方面から対
策を検討中である。月の点滴総数が8,000本
を超えるため、時間外指示箋の削減などの合
理化と定期処方の徹底、PHS 利用による医
師・看護師間の連絡の徹底などを行っていく
予定である。
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