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平成２５年４月発行

桑名市総合医療センターでは、平成２５年度３８名の新しいスタッフを迎えました。
４月１日の入職式では足立理事長より新しいスタッフへ向け挨拶がありました。
桜の満開の下、桑名市総合医療センターへのご入職、おめでとうございます。
桑名市総合医療センターは現在東、西、南の 3 センターからなっていますので、皆さんの仕事
の場は 2 年後の新しい病院の開院まではそれぞれに分かれます。しかし、皆さんには桑名市の地
域医療を支えていくという共通の大きな目標があります。新病院を前にして今何をするべきかに
ついて常に自分で考えながら仕事に打ち込んでほしいと思います。
病院の基本理念は、
「最良の医療を提供し、地域の皆様から信頼され必要とされる病院を目指し
ます」です。病院は単に病気を治すためだけの存在ではなく、病気を持ったヒトが医療を受けま
た社会に戻ってゆく出会いの場でもあります。その中で患者、ご家族の皆さんからの信頼を得る
ためにはどうしたら良いのかを一緒に考えながら行動していきましょう。
病院の基本方針の中の「恕｣という言葉は自分のことのように他者を思いやることという意味で
す。どうぞ自分のご家族に接するのと同じような思いやりの心を持って患者さんにも接してくだ
さい。そして、何か自分自身の目標を持ち、単に仕事を義務としてこなすのではなくて、その中
に喜びを見出して生き生きと仕事をしてください。きっと患者さんにも皆さんの笑顔が伝染する
と思います。
皆さんの門出を祝してのご挨拶とさせていた
だきます。
理事長
足立 幸彦

◆4 月 1 日～ 着任
＜桑名東医療センター＞
（循環器科）水谷 英夫
（内科）
小島 昌泰
（整形外科）矢田 祐基
（研修医）佐藤 徹
舘野 晴彦
廣瀬 恵介 真弓 徳大

着本 望音
村上 弘明

＜桑名西医療センター＞
（外科）
橋本 清
（内科）
藤本 信乃 ＊初期研修終了後
（眼科）
清水 裕司（非常勤）
（血液内科）川瀬 有美（非常勤）
（研修医） 中川 陽子
＜桑名南医療センター＞
（循環器内科）芳川 史嗣
（外科）
栃井 大輔（非常勤）

◆退職
桑名東医療センター
（循環器科）水野 修
桑名西医療センター
（外科）
川村 幹雄
（内科）
深川 一史
（内科）芳川 史嗣 ＊南医療センターへ異動
（皮膚科） 八木 宗彦
（皮膚科） 安藤 葉子（非常勤）
（眼科）
久瀬 真奈美（非常勤）
桑名南医療センター
（外科）
芦刈 周平（非常勤）
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＜問題＞
頭部CTで水晶体が被曝すると白内障になりますか？
桑名西医療センターに新しいCTが導入されました。前号で紹介されていたので、ご承知の方も多
いかと思います。その中で最新の技術により被曝低減が可能と紹介されていましたが、どういうこ
とでしょうか。川口の理解の範囲でご紹介したいと思います。
この技術は“SAFIRE”というCTにおいて収集したデータを画像に変換する技術です。その中で
も、最近CTに関して話題の中心となっている「逐次近似画像再構成法(IR法）」の一つです。
従来法である「FBP(filtered
back-projection)法」は実測されたX線の投影データを逆投影するこ
CT
とによって画像化する方法であり、数式にしたがってコンピュータで計算するものです。
一方話題の逐次近似画像再構成法は撮影データから画像を作成し、その画像を投影処理すること
により仮想投影データを得ます。その仮想投影データと、撮影（計測）により得られた元の投影デ
ータとの差分をもとめ、差分データを逆投影することにより得られた画像を最初の画像から減算す
るといった作業を繰り返すことで元の撮影データにより忠実な画像データが得られるものです1)。
逐次近似画像再構成概念

FBP法では計算が比較的簡単であり、1970年代から最近までのコンピュータでも実用の範囲で計
算が可能でした。一方同法では本来面積をもつエックス線源、検出器は点として規定され、広がり
をもつエックス線も直線として規定されていました。この現実のCTシステムモデルを反映していな
いという点が、アーチファクトの原因の一つとなっていました。
IR法では仮想投影データを求める際にエックス線源、検出器、エックス線の経路は現実のサイズ・
形態を反映することが可能です。しかし、その計算に膨大な時間がかかり、実用不可能でした2)。近
年コンピュータの性能が向上し、部分的なIR法が実装可能となってきました。IR法により現実的な
CTスキャナモデルを考慮し、データ矛盾から生じるアーチファクトの抑制が可能となりました。こ
のことにより画質が向上するため、今までと同レベルの画像であれば被曝を50%程度低減できると
いわれています。
IR法の進歩、他の方法による被曝低減技術により、CTによる被曝はさらに低減されると思われま
す。新病院が開院するころにはCTによる被曝を胸部レ線、腹部レ線と同程度にまで低下するシステ
ムが実装されているかもしれません。今後も新しい技術を取り入れ、日々の医療に役立てていきた
いと考えます。
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＜答え＞
眼窩を照射野に含めて撮影した場合の水晶体の線量は50～100mGy といわれている。従
来考えられていた閾値5Gy説を採用すると数回程度のCT検査では白内障が生じないと考えら
れる。最近閾値がより低い、あるいは閾値が無いとする報告がみられ3)、1回の全脳CTで白内
障のリスクが数％増加する可能性がある。白内障リスクに閾値は無いとする最も厳しい説を採
用すると、IR法により被曝線量を低減できればリスクをそれだけ低減できると考える。
参考文献
1) http://www.innervision.co.jp/suite/siemens/supplement/1111/s401/index.html
2) https://gecommunity.on.arena.ne.jp/ct750hd/modules/page/index.php?content_id=16
3) Neriishi K, Radiat Res. 2007 Oct;168(4):404-8.

平成 24 年度

臨床研修医修了式

平成 25 年 3 月 7 日（木）桑名市総合医療センター臨床研修医修了式
を開催しました。今年度は桑名東医療センター5 名、桑名西医療センタ
ー2 名の研修医が研修を修了致しました。うち 1 名は 4 月から桑名西医
療センターにて引き続き勤務致します。
この 4 月からは合わせて７名の新しい研修医が研修を開始しています。
よろしくお願い致します。

平成 25 年４月より看護部長に就任致しました落合信子です。
当院では２年の経験しかないため不慣れで不安を抱えての就任となりました。
しかし、平成 27 年４月には新病院の開院が待っています。それまでの２年間で
やっておかなくてはならない事が山積していますが、３病院の看護部で力を合わ
せて、地域の皆様に是非とも「新病院が出来て良かった！」と言って頂ける病院
になれるよう努力してまいります。
皆様のご指導・ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

看護週間は看護の心、ケアの心、助け合いの心を、老若男女を
問わずだれもが育むきっかけとなるように制定されました。
当法人では、看護週間のイベントを開催致します。
＜東医療センター＞

＜西医療センター＞

5 月 18 日（土）
10 時～12 時 １階ロビー
体脂肪測定、健康相談など
14 時～15 時

癒しの音楽演奏

5 月 1４日（火）～17 日（金）
生花の展示、部署紹介
5 月 17 日（金）
10 時～12 時 西出入り口にて
健康相談、乳がん術後のボディ
メイク支援など
15 時～ 外来２階にて
体操・演奏・遊戯

＜診療変更のお知らせ＞
◆眼科診療変更
火曜日 久瀬医師退職
→金曜日 清水医師着任
火曜日 休診
◆皮膚科
外来休診
◆血液内科
毎週月曜日午前の診療を
追加しました。
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桑名市総合医療センター
＜基本理念＞
最良の医療を提供し、地域の皆さまから信頼され必要とされる病院を目指します。
＜基本方針＞

①
②
③
④

患者さまを中心に考え、真心・思いやり（忠恕）の医療を提供します。
医療の水準と質の向上に努め、安全性を確保します。
地域の皆さまに安心していただける中核病院としての責任を永続的にはたします。
患者さまおよび職員にとって魅力ある病院をつくります。

＜桑名西医療センター＞
当院に受診されていない方も、興味のある方はどなたでもご参加ください。
予約制の教室は、定員に達し次第、締め切らせていただきます。

外来棟３階図書室へお越
し下さい。

日 時：４月１８日（木）１３：００～１４：００（1２：45 までにお越し下さい）
テーマ：動脈硬化を防ごう
参加費：８００円（昼食代込み）
＊予約制です。ご希望の方は０５９４－２２－７１１１（代表）へお電話ください。
※偶数月の第一火曜日に開催しています。
日 時：６月４日（火）１３：００～１４：３０（10 分前までにお越し下さい）
テーマ：肝臓病概論（急性期～）「肝臓病が気になる方に…」
参加費：無料
＊予約は必要ありません。直接会場へお越し下さい。
※年 4 回開催予定です。
日 時：5 月 14 日（火）１２：３０～１４：００（10 分前までにお越し下さい）
テーマ：減塩食つくりの工夫
※好評につき、前回に引き続き減塩寿司を食べながら学びます。
参加費：１，５００円（減塩寿司代含む） ＊協力店舗…平和寿司
＊予約制です。ご希望の方は０５９４－２２－７１１１（代表）へお電話ください。

◆シャトルバスをご利用ください◆

＊桑名駅と３病院の間を循環しています。

＊始発は桑名駅 8:00 発、最終は桑名駅 16:00 発（桑名西医療センター終着）
＊午前最終は桑名駅 11:30 発、南医療センター11:33 発、東医療センター11:38 発、西医療センター11:50
発（桑名駅終着）です。午後の始発は桑名西医療センター12：50 発です。
桑名駅（毎時 00 分、30 分）

桑名南医療センター（毎時 03 分、33 分）

約３分

約５分

約１０分
桑名西医療センター（毎時 20 分、50 分）

約１２分

地方独立行政法人

桑名東医療センター（毎時 08 分、38 分）

桑名市総合医療センター

桑名東医療センター（旧山本総合病院）
住所 三重県桑名市寿町三丁目１１番地
電話 ０５９４－２２－１２１１（代表）
FAX ０５９４－２２－９４９８（代表）
＜地域医療室＞ 電話 ０５９４－２２－２１１０
FAX ０５９４－２２－２１６６

桑名西医療センター（旧桑名市民病院）
住所 三重県桑名市北別所４１６番地１
電話 ０５９４－２２－７１１１（代表）
FAX ０５９４－２４－１５０６（代表）
＜地域医療連携室＞ 電話 ０５９４－２２－７２０８
FAX ０５９４－２４－１５８１

桑名地区病診連携パスの運用が開始されました
三重県桑名市中央町一丁目３２番地１
桑名市総合医療センター 地域医療室

桑名南医療センター（旧桑名市民病院分院）

住所
電話 ０５９４－２２－０６５０（代表）
FAX ０５９４－２２－５６０８（代表）
＜地域連携室＞ 電話 ０５９４－８２－６８８９
FAX ０５９４－２２－５７７１

【法人事務局】住所 三重県桑名市寿町三丁目１１番地
電話 ０５９４－２２－12１１（桑名東医療センター代表）
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