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ごあいさつ

院長退任のごあいさつ

総　 長 ■ 福 島 安 義

名誉院長■水島　豊

　急に暑くなってまいりましたが、皆様には如何お過ごしでしょうか、お伺い申し上げ
ます。
　当院は平成 15 年 4 月に旧病院の隣に新築移転をしてから、早くも 16 年の月日が経
ちました。何とか病院を発展させることができましたのは、ひとえに地域の皆様方のご
協力とご支援の賜物と心より感謝申し上げます。
　さて、この 8 月 1 日をもちまして、院長が交代することになりました。現院長の水島
が名誉院長となり、新院長に現副院長の立石が就任いたします。加えまして、湘南鎌倉
病院の現副院長である大竹が、当院の院長補佐として就任いたします。今後は、立石院
長の下で、腎臓内科が専門の大竹院長補佐を加えまして、今まで以上に診療内容を充実
させてまいります。以前にも増しましてのご支援、ご協力を賜りますよう御願い申し上
げます。

　この度、7 月 31 日をもって院長を退任いたしました。５年７ヵ月の院長在任中、暖
かいご指導ご鞭撻を賜りました福島総長、芦崎看護部長、畑中事務部長、沼田事務長、
多くの一般職員の方々、そして地域住民の方々に、心から感謝申し上げます。院長とし
て、一生懸命やったつもりですが、何せ慣れないこと故、病院に大した貢献すること無
しに終わってしまいました。特に、院長在任中に立てた「新入院患者数 3,000 人 / 年、
そして初期臨床研修病院の再指定」という目標の実現が、途中半ばで終わったことを大
変申し訳なく思っています。立石新院長には、引き続きこの目標の実現に向けて、ご尽
力頂ければと存じます。職員の皆さま、是非、立石新院長を盛り立てて行って下さい。
　今後は、一内科医として、自分の健康が許す限り、日常診療に注力していきたいと思っ
ています。最期に、これまでの皆さま方のご厚情に対し、重ね重ね、御礼申し上げます。
本当に、ありがとうございました。
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院長に就任のごあいさつ

院長補佐就任のごあいさつ

新病院長■立石　晋

院長補佐■大竹　剛靖

　2019 年 5 月より元号も平成から令和にかわりました。当院も 6 月より、社会福祉
法人共愛会「共愛会病院」から医療法人徳洲会「共愛会病院」と法人変更を行い全国で
病院 70 施設、診療所、クリニック、介護施設を合わせると 340 施設を展開するグルー
プの一員として、再スタートを切ることとなりました。
　この度、8 月 1 日付けで、病院長を拝名させていただきました。前任の水島豊院長の
後を受け、8 月 1 日より今まで以上に、地域医療の充実に貢献して行きたいと思ってお
ります。
　私は平成 13 年に旧共愛会病院に赴任し、既に 17 年の月日がたちました。当院に通
われている方の中には、顔見知りの方も随分多くなりました。
　今後もみなさんと職員方々の協力を仰ぎながら、今まで以上に地域に根付いた病院に
なれるよう、精進してまいります。
　今後とも宜しく願いいたします。

　この度、共愛会病院の院長補佐に就任致しました大竹剛靖（おおたけたかやす）と申
します。専門は腎臓内科で、透析診療を含む腎疾患診療全般、高血圧・動脈硬化診療を
中心にこれまで診療を行って参りました。
　慢性腎臓病は、高血圧や糖尿病と並び、今や国民病となっています。高齢化が進み、
慢性腎臓病を有する患者さんは年々増加し続けています。共愛会病院では、福島総長、
立石院長、水島名誉院長、そして各科の先生やスタッフとともに、患者様にやさしい医
療を提供し、地域の皆様が安心できる医療の提供に努めてまいります。
どうかよろしくお願い申しあげます。
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医療コラム

産婦人科部長
佐藤　賢一郎 医師

産婦人科
子宮体がん検診について
　　子宮がんには子宮の入り口に発生する子宮頸がんと、 子

宮の奥の方に発生する子宮体がん(内膜がんとも言います)

の2種類があります。子宮頸がんは初期には無症状ですが、

子宮体がんは、 90%以上に初期から不正性器出血が認め

られます。 特に、 閉経後に少量ずつ長く続く不正性器出血

を認める場合には子宮体がんに注意が必要です。 年齢的に

は40 歳代から増え始め、 50 歳から 60 歳代の閉経前後

で最も多くなります。 未婚、 肥満、 月経異常、 妊娠・出

産経験がない、 エストロゲン ( 女性ホルモン ) 製剤の長期

服用などがリスク因子とされています。 子宮体がんは、 増

加傾向にあり 2016年の統計では1年間に16,304人が診

断され、 2,388人が亡くなっています。 子宮体がんの発生

原因は、 エストロゲンの刺激が長期間続くことで発生する

場合が約 80% で ( Ⅰ型体がんと言われることもあります )、

エストロゲンと無関係の原因で発生する場合が約 20% あ

ります ( Ⅱ型体がんと言われることもあります )。 最近、 リン

チ症候群＊という遺伝性非ポリポーシス性大腸がん ( 全大

腸がんの約 2～5%) の方では、 20～ 60% に生涯に子宮

体がんを発症するとされ注目されています。

子宮体がんの年齢階層別罹患率
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　　子宮体がん検診の方法は子宮内膜細胞診になります。 子宮内に細い棒状の器具を挿入して擦過あるいは吸引して細

胞を採取するかたちで行われます。ある程度の痛みを伴うことが多く、まれですが感染を起こす可能性もあり得ます(約

0.1% との報告あり )。 また、 年齢とともに子宮口が狭くなり、 痛みも強くなりますが、 そもそも細胞診採取用の器具が

子宮内に入っていかないこともあり、 子宮体がん検診自体ができないこともあり得ます。 私どもが以前に11,202人の

子宮体がん検診の方を調査したデータでは、 全体で 5.0%の方が検査を施行できず、 70 歳以上では7.4%の方が検査

を施行できませんでした。 こういう場合は、 針金のような器具を使って子宮口を突っついて通してから体がん検診を行い

ますが、 痛みが強いので場合によっては手術室で軽い麻酔をかけて施行することもあります。 また、 無理をすると子宮

穿孔を起こす可能性もあり危険です。 そこで、 私どもは経腟超音波で子宮内膜を観察して、 4mm以下の厚みで不整が

なければ子宮体がんのリスクは低くあまり心配ないと判断し、 4mm を超える厚みや、 4mm 以下でも凹凸不整な感じ

があれば要注意として精密検査や頻回の経過観察を行う方法をとっております。 経腟超音波による子宮体がん検診は、

正式な方法ではありませんが ( 正式には子宮内膜細胞診)、 海外も含めて多数の論文があり子宮内膜細胞診を補う方

法と考えられています。

　　平成13 年の 「新たながん検診の手法の有効性の評価 − 報告書 −」 では、 子宮頸がん検診は十分な有効性が確認

されたものの、子宮体がん検診については死亡率減少効果の有無について判断する適切な根拠がない、 とされました。

従って、 現在では全員の方に子宮体がん検診をやっていただく必要性はなく、 最近６ヵ月以内に不正性器出血、 月経異

常(過多月経、不規則月経など)、および茶色のおりもの、などのいずれかの症状があった方を対象にして行うことになっ

ています。 つまり、 子宮体がん検診はある程度の症状を有する方を対象に行われることになります。 ただし、 症状がな

くても何らかの理由で子宮体がんのご希望がある方などに行うのはダメというわけではありません。 また、 エストロゲ

ン製剤を長期服用中の方 ( 黄体ホルモンとの組み合わせでは子宮体がんの予防効果あり )、 先ほども述べたようにリン

チ症候群の方は子宮体がんの生涯罹患率が高いことがわかっていますので、 症状がなくても定期的に子宮体がんを受

けておいた方がよいかもしれません。 子宮体がん検診について詳しくお知りになりたい方は、 ぜひ産婦人科でご相談下

さい。

 

＊リンチ症候群の原因は、 ミスマッチ修復遺伝子という遺伝子の変異で、 50%の確率で遺伝します。

子宮体がんの検診（子宮内膜細胞） 子宮体がんの死亡率の年次推移

経膣超音波検査
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子連れママヨガ

　介護相談コーナーが出来ました。

医療コラム

助産師
笠原　視砂子

産婦人科

女性と骨盤底筋群の密接な関係

　　私のヨガ教室では、 妊娠中や産後の尿もれの悩みが多く聞かれます。 これは骨盤底筋群という骨盤内臓器を支え

る筋肉が、 妊娠によって大きくなったお腹を支えきれないこと (図1)、 出産によりダメージを受けることで起こります。

尿もれだけでなく、性交時痛や骨盤内臓器脱の原因にもなり、「生活の質」 の低下につながります。 しかし適切なトレー

ニングで、 ダメージの予防・回復を促すことができます。 ヨガはインナーユニット (図 2) を構成している骨盤底筋群、 横

隔膜や腹横筋に効果的に働きかけます。 ヨガで楽しく、 女性の 「生活の質」 を向上させましょう。

【予約 ・問い合わせ】 ☎ 0138-51-2111

共愛会病院　助産師　蝦名または

笠原 （kasaharabonyuikujijyosanin@gmail.com）

【レッスン担当】

笠原視砂子 （かさはら母乳育児助産院）

ヨガセラピスト協会認定ヨガセラピスト

　　当院の一階フロアでは、 介護相談を実施しています。

日頃、 気になっていたけど、 どこに相談すればいいのか

わからない時、 お気軽にご相談下さい。 例えばこんな

相談があります。

「父か着替えもせずに、 お風呂にも入らない」 「父がトイ

レでの失敗が増えた」

「母親のもの忘れが頻回になってきた」 「母がだんだん歩

けなくなってきた」

「父が外に出たがらず、 一日中テレビの前にいる」

　等のお悩みは、 是非ご相談してください。

相談担当部署

●訪問看護ステーション 「きょうあい」　●定期巡回・随時対応型訪問看護介護事業所　「共愛会ケアステーション」

毎週　火曜・水曜　9：00～ 12：00

お子さまとふれあいながら
楽 し く ヨ ガ を し ま し ょ う
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定期巡回・随時対応型訪問看護介護事業所
共愛会ケアステーション　職員一同

サービス付き高齢者住宅　サンデリアーナ：テーマ「感染について」

北浜町会館：テーマ「お便の状態見てますか？」 大縄町会館：テーマ「骨粗鬆症について」

　令和元年 7月28日（日）11:00 ～14:00八幡町会「町民交流夏祭り」が開催されました。同時開催「防災フェア」
を八幡町会館内で実施され、その中で当院は、血圧測定と健康相談を担当。健康相談コーナーには、約 40
名の参加者があり、普段から気になる体調や血圧について、相談を受けました。日頃からできる予防や、生活
習慣の見直しなど、解りやすくお話ししました。担当した部署は、「定期巡回・随時対応型訪問看護介護事業
所　共愛会ケアステーション」で、3 名の職員が交代で担当してくれました。

　八幡町夏祭りで健康相談コーナー担当しました！

　無料出張出前講座を実施しました！

トピックス



　　2019 函館マラソンが令和元年 7月７日に開催され、フルとハーフの部にエントリーした過去最多の８５９５
人が函館市内を駆け抜けました。フルが併設されて今年で４回目。過去３回の天候はいずれも雨で風も強く、
ランナー泣かせの大会でしたが、今年は曇り。スタート時（ハーフ９時、フル同１０分）の気温は１８度、最高
気温も２１度で絶好のコンディションとなりました。当院のユニホームで参加した職員 4 名は、全員フルマラソ
ンで出場。たいへんきついと評判のともえ大橋は、傾斜がじわじわ体力を奪うようで、それでも応援に対して
笑顔で答えるくれる場面もありました。

　2019函館マラソンに当院職員参加！

「フルマラソン　コース　ともえ大橋付近」　撮影：歯科口腔外科部長　佐藤　雄治

トピックス

■ホームページ随時更新しております。ぜひ、ご覧ください。http://www.kyoaikai-hosp.com/

病　院　案　内

医療法人  徳洲会　共愛会病院　広報紙編集委員会　

〒040-8577　函館市中島町 7番 21号　

急患の方はいつでもご来院ください。　

この広報誌に使用されているイラスト及び写真はすべて許可されたものです

バス／函館バス 64 系統・46 系統「共愛会病院正門前」下車
函館バス 46・53・62・64 系統「共愛会病院前」下車
市電／最寄駅「堀川町」下車
タクシー／函館駅から約 10 分

《ACCESS》

TEL	 （0138）51-2111（代）
FAX	 （0138）51-2631

受付
時間

○午前診療（月～土）　  ８：３０ ～ １１：３０
 
○夜間診療（月～金）  １７：００ ～ １８：３０
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共愛会病院

医療法人　徳洲会

共愛会病院の理念
生命を安心して預けられる病院
健康と生活を守る病院

計184台完備
地上駐車場　76 台
地下駐車場　108 台

共愛会病院


