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１．はじめに
　はじめまして。消化器内科の光岡と申します。着任を機に、消化器センターの立ち上げに参加させ

ていただいておりますので、当院における消化器センターをご紹介いたします。

２．死因における消化管関連のガンの急増
　一般に、消化器という言葉が指す人体の臓器は、主に消化管の食道・胃・十二指腸・小腸・大腸、

また消化を助ける消化腺である肝臓・胆のう・すい臓があります。

　さて、昨年9月に厚生労働省から平成20年度の死因に関する統計が発表されました。残念なことに、

いわゆるがんで亡くなられる方は右肩上がりで増加しています。約50年前の1960年には、人口100万

人の内、がんにより亡くなられる方は1,004人でしたが、現在では2,723人と3倍近く増加しています。

特に消化管関連では、食道がんが37人から93人に、大腸がんでは54人から342人へと大幅に増加して

います。

３．消化管関連のがんによる死を防ぐには
　それでは、がんによる死を防ぐにはどうすればよいのでしょうか。まず重要なのは予防です。現在

がんの早期発見を目的に、北九州市でもがん検診が積極的に行われています。市内にお住まいの40歳

以上の方を対象に 胃がん検診ではバリウムによる検査 大腸がん検診では便に含まれる血液の検査
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ＪＲ九州病院 消化器内科 医長

以上の方を対象に、胃がん検診ではバリウムによる検査、大腸がん検診では便に含まれる血液の検査

が、受診料1,000円で行われています。当院でも年間を通じて受け付けておりますので、この機会に

ぜひ、受診されることをお勧めいたします。

４．消化器センターでの検査について
　当消化器センターでは、昨年8月から最新鋭の内視鏡システムを導入しました。先述した検診で異

常を指摘された方や腹部症状のある方を対象に、毎月200人以上の検査を行っており、苦痛の少ない

鼻からの内視鏡や、微細な病変まで見逃さない拡大機能のついた内視鏡を使用しています。また、

「どうしても内視鏡が苦手」とおっしゃる方には、鎮静剤を用いることで楽に検査をお受けいただけ

ます。なお当院では近隣の医療機関との密接な連携を行っており、かかりつけの診療所から検査の予

約をしていただくことが可能です。

５．結び
　現在、当センターは産業医科大学の応援もあり、11人の医師を中心に構成されています。毎日担当

医師が外来診療を行っておりますので、腹部症状のある方は消化器内科をぜひご受診下さい。少しで

もみなさまの健康保持・増進のお役に立てるよう、日々努力してまいりますので、今後ともよろしく

お願いいたします。

拡大機能のついた内視鏡で見ると…
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全拡大＋電子拡大
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組織をこれだけ拡大して見ることができます！
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　ＪＲ九州病院は、2009年10月1日に婦人科を標榜しました。今回はこの婦人科をご紹介

します！

１．婦人科診療の概要
　①対象疾患

　　・子宮及び卵巣の疾患：子宮・卵巣の良性・悪性腫瘍、子宮脱・下垂など

　　・加齢に伴う疾患：更年期障害、骨粗しょう症など

　　・その他：生殖器感染症、子宮内膜症、不妊、避妊相談など

　②検査

　　・子宮鏡下の検査、子宮・卵巣のがん検診、初期の妊娠診断・検診、不妊検査など

　③処置・手術

　　・子宮・卵巣腫瘍の開腹・腹腔鏡下治療、子宮鏡下の治療、初期の子宮がん治療、

　　子宮脱・下垂の保存的治療・手術など

２．主な機材
　①超音波画像診断装置（アロカ社・SSD－α6）

②コルポスコープ（オリンパスメディカルシステムズ社・OCS－500D）
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SPECIAL

婦人科のご紹介

　②コルポスコープ（オリンパスメディカルシステムズ社・OCS－500D）

　③64列マルチスライスCT（GE社・Light speed VCD）、MRI

　④子宮鏡、腹腔鏡

３．診察日等
　①診察日：月～金曜日（手術は月曜日の午後、休診日：土・日曜日・祝日など）

　②診察時間：9:00～12:00（受付時間は8:30～11:30、初診の方は11:00まで）

　※　急患の方はこの限りではありません。

婦人科　　進　岳史（しん　たけし）
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婦人科ドクター紹介
婦人科で診療を担当する医師をご紹介します♪

2009年10月に開設された婦人科に着任いたしました進岳史です。当院の前

は北九州市立医療センターの産婦人科で診療を行っていました。また15年ほ

ど前には、門司市民病院の産婦人科に勤務していました。今回は1人での勤務

のため産科診療は予定していませんが、婦人科診療を幅広く行いますのでよ

ろしくお願いいたします。

【資格】産婦人科専門医 超音波専門医・指導医 母体保護法指定医師

アロカ社・SSD-α6

２
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2009年10月に開設された婦人科に着任いたしました進岳史です。当院の前

は北九州市立医療センターの産婦人科で診療を行っていました。また15年ほ

ど前には、門司市民病院の産婦人科に勤務していました。今回は1人での勤務

のため産科診療は予定していませんが、婦人科診療を幅広く行いますのでよ

ろしくお願いいたします。

【資格】産婦人科専門医、超音波専門医・指導医、母体保護法指定医師

アロカ社・SSD-α6



　5月より、乳腺疾患や乳が

ん検診を中心とした、女性

医師による診療を開始いた

します。

　病名や診療内容に応じた1日あたりの定額の医療費を

基本として、入院全体の医療費を計算する方式です。 【診察日】

※　手術・リハビリ・一部の処置等は出来高方式で計算します。 　・木曜日：午前・午後

　　※午後は予約制

　・金曜日：午前

【担当医師】

　栗原　理恵子

ＪＲ九州病院のご案内

ＤＰＣ方式の導入について
～入院医療費の計算方法が変わります！～

女性医師による
乳腺外来を開設します!

～外科～

平成22年4月1日（木）から当院の入院医療費の計算方法

は、1日あたりの定額の医療費を基本とした計算方法（Ｄ

ＰＣ方式）に変わります。

こう変わります！

・入院中のお薬や注射の量、検査やレントゲンの回数に係ら

ず、医療費が1日あたりの定額となります。

・入院医療費の計算式は

「病名に対する1日あたりの定額」×「入院日数」です。

ＤＰＣ方式とは

平成22年4月1日（木）から

出来高方式
（平成22年3月31日まで）

ＤＰＣ方式
（平成22年4月1日から）

入院料

投薬 レントゲン 1日あたり定額
×入院日数

×入院日数

●　亜急性期病床・医療療養病床に入院されている方

●　3月31日以前に入院し、4月1日以降も入院されている方  JR九州病院　ホームページ

●　自費診療（交通事故等）や労災保険の方  http://www.jrkyushu-hospital.jp/

●　傷病名がＤＰＣ方式の対象外の方　など JR九州病院

編集後記

JR門司駅から徒歩10分/西鉄バス高田二丁目下車徒歩1分

詳しくはパンフレットをご覧になるか、受付係員にお尋ねください。

※　以下の方は4月1日以降もＤＰＣ方式の対象となりません。
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私はJR九州病院に勤め始めたときに「絶対に実行する」と

決心していながら、未だに実行できていないことがありま

す。それは「戸ノ上山への登山」です。登山の趣味がある

わけではなく、体力にも全く自信はありませんが、病院か

ら見える戸ノ上山をいつも見上げては、頂上からの景色を

想像するだけで今日に至っております。登山に適した気候

にもなりましたので近いうちに実行し、頂上からの景色を

是非この目で眺めてみたいと思 ています （有吉大悟）

平成22年4月1日（木）から当院の入院医療費の計算方法

は、1日あたりの定額の医療費を基本とした計算方法（Ｄ

ＰＣ方式）に変わります。

こう変わります！

・入院中のお薬や注射の量、検査やレントゲンの回数に係ら

ず、医療費が1日あたりの定額となります。

・入院医療費の計算式は

「病名に対する1日あたりの定額」×「入院日数」です。

ＤＰＣ方式とは

平成22年4月1日（木）から

出来高方式
（平成22年3月31日まで）

ＤＰＣ方式
（平成22年4月1日から）

入院料

投薬

注射

手術

一部の検査・処置

手術やリハビリ、一部の検査、処置は

出来高方式で計算します。

検査 処置

レントゲン

リハビリ

1日あたり定額

入院料

×入院日数

×入院日数

手術

一部の検査・処置

リハビリ

注射・レントゲン・手術・リハビリなど全

ての医療行為を行った回数または使用

した量に応じて計算します。
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す。それは「戸ノ上山への登山」です。登山の趣味がある

わけではなく、体力にも全く自信はありませんが、病院か
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こう変わります！

・入院中のお薬や注射の量、検査やレントゲンの回数に係ら

ず、医療費が1日あたりの定額となります。

・入院医療費の計算式は

「病名に対する1日あたりの定額」×「入院日数」です。
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ての医療行為を行った回数または使用

した量に応じて計算します。
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