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増加する肺癌 ―ミニ最新事情・Q＆A―
他人事ではありません!!
病気は突然やってきます。

予防できないの？
手術って怖いですか？

まずはタバコを吸わない、周りの人

肺癌はすべての癌死亡の約20％を占めてい

にもやめてもらうこと、そして健康診断

当科では
『手術をしてよかった！！』
を受診することです。
肺癌は怖い病気ですが、 と言っていただけるように、傷の大き
早期に発見できれば、
治る確率が高くなります。 さや痛みが最低限で済むように胸腔鏡

ます。5人に1人は肺癌で亡くなってしまうとい
う事です。
男性で癌の死亡の１位、
女性では第3位で
すが、
増加しており近い将来には男女とも第1位の癌

最近ではCT検査でレントゲン写真では写ら

死亡の原因になることは確実です。

ないような小さな癌が見つけられます。市

肺癌は発見されたときは既に進行していることが

の健康診断ではレントゲン写真しか撮

ほとんどで、
治りにくいとされています。
手術がで

助かるのですか？

きる、
比較的早期に発見される方は3割ほどです。

影しないところがほとんどですので、

当科では肺癌の手術で良好な結

仮に手術しても治癒する確率は他の癌と
比べて悪く、
手術後の5年生存率は

果を得ています。特に早期癌に対して

全体で50％以下です。

の5年生存率は約75％です。現在はさ

当院の人間ドックなどをご
利用ください。

らなる成績の向上を目指して、呼吸器内
科とも密な協力体制をとり、必要な方に
は、たとえ早期癌でも手術後に癌の再
呼吸器外科部長

城戸 哲夫

発を抑えるために外来通院で可

城戸部長（左端）以下
3人の呼吸器外科専任
スタッフが診療にあたら
せていただいております。

能な程度の抗癌剤治療を追

第2回市民公開講座開催のお知らせ
増え続ける「乳がん」その傾向と対策
講演「日本における乳がんの現状」

・疫学、検診、診断と治療について
・当院におけるチーム医療の取り組み 外科医長・乳腺外来／吉留克英
・乳房再建について−女性の快適な生活のために−
形成外科医長 桑江 克樹

自己検診法の指導

・乳がん早期発見のための方法を実際に
大阪警察病院ブレストケアチーム／大前、奥野

個人相談コーナー

乳がんに関する皆様の疑問にお答えいたします。

日 時： 平成18年2月18日
（土）14：00〜16：00
場 所： 大阪けいさつ病院 講堂
（4階）
大阪市天王寺区北山町10-31
定 員： 100〜120名

（自由参加可能ですが、人数把握のため事前申込みにご協力ください。）

お申込み方法：参加希望の方は、官製はがき、FAX、E-

mailのいずれかに、参加代表者氏名・住所・電話番号・参加人
数をご記入の上、
下記までお送りください。折り返し参加証
（先
着順）をお送りしますので、当日ご持参ください。

はがきの送り先：〒543-0035 大阪市天王寺区北山町10-31
「大阪けいさつ病院 企画調整課」宛
ＦＡＸの送信先：06-6775-2806「大阪けいさつ病院 企画調整課」宛
Ｅ-mail：master＠oph.gr.jp
お問合せ：企画調整課 06-6775-2882

「乳がん」についてわかりやすくお話しいたしますので、お気軽
にご参加ください。多くの皆さまのご参加をお待ちしております。

加しています。

というカメラを使った手術を行うよ
うにしています。ほとんどの患者
さまが手術後7〜10日で元
気に退院されます。

具体的にはどうする？
何よりも早期発見が重要です。
人間ドックなどを利用して定期的な
検査をしてください。また、
セキが続く、
タンが多い、タンに血が混じる、胸や
背中が痛い、息がしんどいなどの
症状があれば、お気軽に当科
を受診してください。

1月5日より特定療養費が変更になります
平成18年1月5日から、
「初診時にかかる特定療養費」が
3,150円になります。
初診時にかかる特定療養費とは…
かかりつけ医などの医療機関からの紹介状を持参され
ずに病床数200床以上の病院を受診した場合に、保険
診療の自己負担分とは別に徴収される医療費のことです。
あなたは『かかりつけ医』をお持ちですか？
かかりつけ医とは、あなたや家族の方の健康状態をよ
く知っていて、気軽に何でも相談にのってくれるホー
ムドクターのことです。
検査や治療が必要な時には、
け
いさつ病院などの専門の医療機関を紹介してくれます。
けいさつ病院とかかりつけ医が協力して、あなたの健
康を守っていきます。
あなたも信頼できる
『かかりつけ
医』
をお持ちください。
患者さまが
『かかりつけ医』
等からの紹介状を持参された
時のメリット
・かかりつけ医等からの紹介状を持参していただいた
場合は、初診時にかかる特定療養費（3,150円）の
負担はありません。
・他の医療機関の治療内容や検査結果を、
当院の医師が
参考にできます。
・地域の診療所・病院から 地域医療連携センター を
通じて初診予約をお取りした場合、患者さまが診療や
検査等をスムーズに受けられるように手続きをいた
しますので、診察の待ち時間が少なくなります。

クリスマスコンサートが開催されました
クリスマスコンサートは、ご入院中の患者さまや外
来で通院されている患者さまに、少しでもクリスマ
スの雰囲気を感じていただきたい、との思いから毎年
開催しています。
今回は12月10日（土）午後2時から開催され、オペ
ラを中心とした活動をされている今中須美子さん（ソプ
、
中川令子さん（ソプラノ）、
ラノ）
冬廣万 美 子 さ ん（ ピ ア ノ ）に
よるクリスマスソング（「ア
ヴェ・マリア」
や
「きよしこの夜」
な

が病院内にあたたか
ど14曲）

く響きわたりました。次回も
お楽しみになさってください。

ホームページがリニューアルされました
12月よりけいさつ病院
のホームページがリニュー
アルされ、各診療科のご
案内をより詳しくお届け
することができるように
なりましたので、ぜひご
覧ください。
大阪けいさつ病院
ホームページ

http://www.oph.gr.jp

大阪けいさつ病院は、患者さま中心に質の高い医療を提供するため、次のことをめざします。
大阪けいさつ病院

理

念

人々の健康と幸せのために、人権を尊重しつつ
「愛・熱・和」の精神をもって質の高い医療を提供します。

基本方針

【人権】
患者さまの基本的人権を尊重し、平等に医療を受けられるよう配慮します。
【医療の質】
急性期病院として、
安全かつ高度な医療を実践し、皆さまの満足を得られるよう努力します。
【地域への役割】地域の中核病院として、他の医療機関との連携を高め、
住民の皆さまの健康を守ります。
【職員の行動指針】
患者さまのため医の倫理を尊重し、常に自己研鑽し、誠意を持って行動します。

大阪けいさつ病院は、理念に基づく基本方針を実践するため、ここに「権利と義務」の規範を掲げます。

患者さまの
権利と義務

１.個人の尊厳及びプライバシーが守られること。
２.平等かつ最善の医療が受けられること。
３.自己の病状や治療に関して、十分な説明を受け、
了解した上で自ら決定すること。
４.最善の治療を受けるため、
ご自身の健康に関する情報を提供していただくこと。
５.他の患者さまの療養生活を妨げないよう、お互いに配慮していただくこと。

病院での個人情報の取扱いについて
「個人情報保護法ができたから」という理由で、面会時の案内や、書類
の受け渡しで面倒なことを言われて困る、と思われたことはありま
せんか。ご存知のように、平成17年4月に「個人情報の保護に関する
法律」が施行されましたが、いろいろと判断が難しいこともあり、電

話では一切答えないとか、面会を断るなど過剰反応といわれるよう
な対応をした病院もありました。
当院では、
法は守りつつ、
できるだけ
支障のない対応を心掛けて来ましたが、法施行から半年以上が過
ぎた今、もう一度皆さんと一緒に考えてみたいと思います。

ネット社会の危険

インターネット上のいろいろなサービスを便利に利用されている方も多いと思
いますが、一方で、個人情報が流出して被害が発生することも後を絶ちません。私
達が選べるサービスであれば、便利さに潜む危険と、不便な中の安心のどちらを取
るかは、自己責任において判断すれば良いでしょう。
しかし、住民台帳の情報や病院で受診した時の情報などは、自分で選ぶわけでも
なく、
知らないところで勝手に利用されていたらたまりません。
そこで政府は、
個人情
報を活用できるように情報化を進める代わりに、法律で個人情報を守ろうと、
「個人
情報の保護に関する法律」を作ったのです。

当院での対応について

病院で扱う個人情報とは

病院における患者さまの個人情報には次のような
ものがあります。
診療録（カルテ）
Ｘ線フィルム

処方箋
検体（血液とか尿など）

そして、これが個人を特定できる状態で保管されていれば、法律でいう「個人データ」
となります。但し、個人が特定できないように匿名化すれば、法律では「個人データ」
とはならず、
例えば研究や教育などの情報として利用しても良いことになっています。

「個人情報の保護に関する法律」とは

当院では、次のような対応をしております。
ポスター、ホームページに利用目的を掲げています
どのような情報をどのような目的で利用するかを予め掲示し
て患者さまや家族の方々に見ていただき、納得のいかない部分
につきましてはお申し出により対応させていただいております。
入院される時にはあらためて確認させていただいています
ご入院されます時には別に用紙でご確認をいただいておりま
すが、
患者さまの取り違えを防ぎ、
医療の安全を確保するために、
・ お名前を呼ばせていただくこと
・ 病室に名札を掲げること
・ 面会や電話のお取次ぎをすること
などは、従来どおりに続けております。もちろん、お申し出があ
りましたらご希望に沿うように対応させていただいております。
職員教育を徹底しています
院内に用紙類で保管している個人情報やコンピュータで管理している個人情報の
管理、また不要となった個人情報の廃棄手続きなど、それぞれに適切な管理方法を
定め、
職員全員に徹底するとともに、
研修会を開催するなどの対策を講じています。

平成17年4月に全面実施された法律で、情報を集めて事業所（会社や病院等）で
活用するにあたり、特定の個人を識別できる情報（これを個人情報といいます）に
ついては組織的な取組みを行って、安全かつ適正に取扱い、個人の権利利益を保護
することを義務付ける法律です。
個人情報の利活用は、原則としてご本人の同意なしには許されませんが、ご本人が
同意されていればその範囲内での利活用には問題はありません。その同意の取り方
は、文書で署名をいただく場合、ポスター等に掲げて了解をしていただいたものと
する場合などいろいろです。
医療は特別
この法律に基づき、医療においては「医療・介護関係事業者における個人情報保護
の適切な取扱いのためのガイドライン」が定められました。このガイドラインでは、
医療における様々な場面での具体的な対応の方法について指示されており、当院で
も、法律およびこのガイドラインに沿った対応を進めています。
もともと医療分野では、医の倫理に基づいて患者さまの情報の取扱いには十分な
配慮をしてきましたし、医療職には守秘義務が課せられていて、違反すると刑法によ
り罰せられるなど、他の分野とは少し状況が異なっておりました。しかし、取扱う
個人情報の種類も量も他分野の比ではなく、
例えば診療録は個人情報の かたまり の
ようなものであるので、守秘義務という個人の倫理に頼るのではなく、病院全体で組
織的に管理することを義務付けたのがこの個人情報保護法なのです。

これから
ＪＲ西日本の事故のような大事故や大災害の際に、ご入院された患者さまのお名
前を公表するかどうか
勤務先からの病状照会に答えるかどうか
学校の先生が生徒に付き添ってこられた場合に先生に生徒の病状を説明してよいかどうか
など、
次々と問題があがり、
その都度行政の判断が示されています。
このように、
法律もガイ
ドラインも運用が難しく、
これからも運用基準の見直しが進められるものと思います。
ご面会に来られたときの対応の仕方などを含め、もしもご本人の意思と異なる対
応をしたり、
患者さまを取り違えてご案内してしまった場合のご迷惑を考えると、
軽々
には対応できないということをご理解いただけましたでしょうか？
病院としましてはさまざまな角度から対策を講じて参りましたが、まだまだ不十
分なところもあり、
試行錯誤の毎日でもあります。
今後とも鋭意努力して参りますが、
皆様方にもお気づきの点がありましたら窓口にお申しでいただいたり、意見箱に投
函いただければ幸いです。

シャトルバスの運行が開始されました
けいさつ病院と近鉄上本町駅、JR桃谷駅の間に、当院専
用のシャトルバスが9月21日（水）から運行され、病院への
アクセスが便利になりました。運賃は大人・子供ともに1回
100円、両方面ともに約15分間隔で運行しています。なお、
病院の外来休診日の運行はありませんのでご注意ください。

近鉄上本町駅前
大阪けいさつ病院 発

大阪けいさつ病院

JR桃谷駅前 バス時刻表

大阪けいさつ病院 発

Ｑ＆Ａ
大規模災害や事故等で、意識不明で身元の確認ができない多数の患者が複数
の医療機関に分散して搬送されている場合に、患者の家族または関係者と
称する人から、患者が搬送されているかという電話での問い合わせがありま
した。相手が家族等であるか十分に確認できないのですが、患者の存否情報を回答
してもよいでしょうか？

Q

患者が意識不明であれば、本人の同意を得ることが困難な事例に当り、回
答してもよい。患者に意識があっても、その医療機関が通常の体制と比較し
て非常に多数の傷病者を一時に受け入れたため同意をとる作業が著しく不合理と
判断される場合には、回答してもよい。

A

【注】厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイド
ライン」に関するＱ＆Ａ（事例集）平成17年8月5日改訂版による。

病 気

と

栄 養

健康・栄養情報との付き合い方

「この食品が糖尿病に効く」
「あの栄養素で癌を克服」こんな類の健康・栄養情報がさまざまな
メディアを通して、大量に発信されています。こうした報道は、何らかの研究やデータがもと
になっているのが普通ですが、その中には信頼性や重要性が高いものも、そうでないものも
あります。ですから、このような報道を目にしてお店に走る前に、もとになっている研究やデー
タがどれほど信頼できるものなのかを判断することが大切です。次の5つのポイントをクリ
アしているかどうかをひとつの目安として考え、病院で治療を行っておられる方は、使用に
栄養管理課 西尾 勢津子
あたっては主治医に相談されることをお勧めします。
「 無作為割付臨床試験」や「追跡調
1 具体的な研究に基づいているか。 4 研究方法は、
はい

2 研究対象はヒトか。

ヒト

論文報告か。
3 学会発表か、
論文報告

査研究」か。
はい
5 複数の研究で支持されているか。
はい
6 結果をとりあえず受け入れる。ただし、将来結果
がくつがえる可能性を頭に入れておきましょう。

今回は、
個人情報の取り扱いについて大きくとりあげました。
難しい内容になって
いますが、
皆様にぜひご理解いただきたいことですので、
不明の点は、
スタッフに遠
慮なくお尋ねください。
また、
当院では、
患者様一人ひとりに
「かかりつけ医」
を持っ
ていただき、
その先生と密接に連携をとりながらより良い医療を提供したいと考え
ています。
特定療養費変更の記事を参考にしていただいて、
日ごろなんでも相談にのっていただ
ける、
自宅近くの
「かかりつけ医」
を持たれることを、
この機会に考えていただいたらと思います。
今年も病院の情報満載、
患者様のお役に立つ紙面にしたいと考えています。
ご意見、
ご希望を
お待ちしていますので、
よろしくお願いいたします。
小児科 部長 西垣 敏紀

編 集
後 記

