7.8

July/August

静岡徳洲会病院会報誌
院会報誌
院会
誌

院長

山 之上 弘 樹

yuukari-dayori
u

先日行われた徳洲会の全国会議で、内視鏡診断を人 工知能（AI）でサポートする技 術開発について、
株式会社 AI メディカルサービスの多田智裕氏の講演がありました。現在医師が行っている、胃カメラ
等 の内視 鏡診 断を AI がサポートする技 術を開発している会 社で、その現 状についてのお話でした。
具体例 を 示しての 講 演 でした が、非 常に速 いスピード で AI の 診 断 精 度 が上 がって い るようで す。
現時点でピロリ菌胃炎判定では、医 師の 平均を上回る正 解 率を 達 成しており、胃癌に対する正診 率
も上 がってきているようです。内視 鏡を行っているその場で、今見 えている胃の画 像に対し、AI が
どのくらい胃癌が 疑われるかをリアルタイムで表 示していき、医 師の診 断のサポートを行っていくの
ですが、今後 AI に与えるデータをさらに集 積し、診断精度を上げ ていくとのことでした。この技 術
は我々医 師にとっても患者さんにとっても、大きな 福音となるのではないかと考えています。AI の
力を使って、これまで以 上の高品質 な医 療を患者さんに提 供できる時代まで、もう少しのようです。
その日に向けて、職員一同これまで以 上に日々研鑽を積んでまいります。よろしくお願いいたします。

基本理念

診療科目

生命だけは平等だ！
生命を安心して預けられる病院
健康と生活を守る病院
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静岡徳洲会病院
公共
交通機関
での来院の場合

vol. 121

JR 東海線「安倍川駅」より、タクシーで約１０分

診療時間

内科・整形外科・形成外科・皮膚科
小児科・歯科口腔外科・耳鼻咽喉科
婦人科・循環器内科・心臓血管外科
神経内科・脳神経外科・泌尿器科・精神科
急患は年中無休・24 時間
いつでもお受けします（内科）

8：00〜12：00
16：30〜19：00

午 前 診療受付 平日・土曜
夕 方 診療受付 平日のみ

※時間帯により診療科目が限定されます

12：00〜20：00

入院面会時間

無料駐車場 250 台有
バスは下記の中原池ヶ谷線・東新田下川原線をご利用ください。

JR 東海線「 静 岡 駅 」より、バスで約２５分

中 原 池 ヶ 谷 線 「徳洲会病院」行き

徳洲会病院下車

静 岡 鉄 道 「新静岡駅」より、バスで約３０分

東新田下川原線「徳洲会病院」行き

徳洲会病院下車

医療法人 沖縄徳洲会

静岡徳洲会病院 広報室

https://www.shizutoku.jp

〒421-0193 静岡県静岡市駿河区下川原南11番1号

web-shizuoka@tokushukai.jp

TEL 054-256-8008（代表）FAX 054-256-8020

動脈

静脈

検査科のお仕事探訪 〜其の１〜

『眼底検査ってなに？』
正常例

黄斑

視神経乳頭

実際の撮影

風景

みなさんも健康診断などで一度くらいは検査したことがあるのではないでしょうか？そうです！
ピカッと光るあの眩しい検査です。思い出していただけましたか？
通常、健康診断で行っている眼底検査は、眼底すなわち目の奥にある網膜と呼ばれる部位をカメラ
で撮影する検査です。この網膜は瞳孔の奥にあるため観察には瞳孔を開く必要があります。方法
としては眼科医が点眼薬を使用して行う散瞳型、点眼薬を使用せず検査技師などが眼底カメラを
用いて行う無散瞳型があります。一般的に健康診断などで行われている検査は後者となり、瞳孔の
奥の網膜をきれいに写し出すためにカメラのフラッシュ機能を使用します。ですから眩しいのですね！！
網膜とは言わば映画でいうスクリーンです。レンズ ( 水晶体 ) から入った映像は黄斑という部位
を中心としてスクリーン ( 網膜 ) に映し出され、この情報が視神経乳頭と呼ばれる場所から脳へと
伝達されます。網膜にはこれを栄養する動脈や静脈も豊富に流れています。人の体の中で血管を
直接撮影できる場所は他にありません。このどれか一つにでも障害が起こっているということは、
全身状態でも同様の変化が起こっている可能性があると言う事になります。それは容易に想像で
きますよね？
その代表的な要因として、高血圧症・動脈硬化症・糖尿病・緑内障などがあります。高血圧症
や動脈硬化症の眼底所見の分類には Scheie 分類と Keith-Wagner 分類が広く用いられています。
どちらも重症度を評価する分類ですが、後者は内科的な所見との兼ね合いもみています。これら
を早期に発見し早期治療に結び付けることができる、簡易的であり侵襲性の低い検査でありなが
ら大変重要な検査となります。自覚症状無く病期が進行している場合も少なくはありませんので、
まだ一度も眼底検査を受けられたことのない方、上記慢性疾患をお持ちの方はこの機会に検査を
されてみてはいかがでしょうか。

※ こんな結果が返ってきたら要注意！！
早めの受診をお勧めいたします

血管交叉現象
硬化した動脈による
静脈の塞き止め

銅線動脈

乳頭陥凹

出血

軟性白斑

動脈が銅様に輝きを持つ所見

乳頭の陥凹拡大を認める所見

斑状の出血を認める所見

障害された網膜血管周囲
に認める白色斑状所見

いずれも高血圧症・動脈硬化症・糖尿病・緑内障などが原因で起こる所見です。

のご案内

特 定 健 診

特定健診とは糖尿病や高脂血症などの生活習慣病の発症や重症化を予防
することを目的としています。メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）
の該当者および予備軍を減少させるため、特定健診結果を考慮したうえ
で、専門家による健康管理支援（保健指導）を行います。

検診項目

当院での検診実施方法
ご加入されている健康保険組合によって、受診

診察

身体測定

血液検査

血圧測定

心電図
検査

方法が異なります。以下をご確認ください。

静岡市国保ご加入者

※ 静岡市国保：40〜74歳は無料、
各健康保険組合希望者：1404円で追加可

健診場所

尿検査

静岡市発行の特定健診受診券をお持ちの方

各健保組合
ご加入者

2F

3F

3F

総合受付

健康管理
センター

健康管理
センター

保健指導のご案内
実施日時

特定健診の結果により、保健師による保健指導が
行われます。対象の方には「保健指導利用券」が
届きます。一緒に生活習慣を振り返ってみましょう！

毎週
毎週

火〜金

毎週

火〜金
午前中

午後の
特定健診外来

火〜金
午前中

14時〜15時

ご予約・お問い合わせ

※ご予約・お問合せ時には、お手元に国保または、
健保組合の特定健診受診券をご用意ください。
※特定健診と同時に婦人科検診をご希望の方は、
午前に予約にて対応します。

要予約

料 金

健康管理センター （月〜土／13：00〜16：30）

予 約

054-256-8039

予約不要 ※

無料

要予約

健保組合により
自己負担金が
変わります。

※ 特定健診受診票・保険証・診察券を持参のうえ、
2階受付に直接お越しください。

相澤総長が 7月5日（木）SBSラジオの情報番組「IPPO」に出演します。
午前９時１３分ごろの「IPPOセレクション」に出演しますので、ぜひラジオに耳を傾けて下さい。

看護部

中学生職場体験
当院には年に数回近隣の中学生の職場体験を受け入れています。
将来の夢を聞いてみると医師、看護師はじめ薬剤師や理学療法士と言った様々
な返事が返ってきます。各人にはそれを目指す明確な理由があり、自立した考えを
持っていると感心します。そこで、当院では夢の後押しに何ができるのか考えた
結果、様々な職種の体験をスケジュールしました。他職種との連携・関わりでチーム
医療を体系的に学び患者さんを回復させるという院内の普遍的なミッションを
学んで欲しかったからです。最初は緊張の面持ちですが、各部署の体験が終了
するたび充実感に溢れ表情が変化していくのを見るとほっとします。

職場体験の様子

