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「生命を安心して預けられる病院」

「健康と生活を守る病院」

2 - 3Ｐ部署紹介

・玉縄桜が開花しました
・火災訓練が行われました
・公開医学講座「Micro Birth」

上映会を行いました
・湘南かまくらバースクリニックOPEN

病院案内8Ｐ

4 – 5Ｐ 医療の話

6 - 7Ｐトピックス 新型胆道鏡導入！

医療法人 沖縄徳洲会 湘南鎌倉総合病院

神奈川県鎌倉市：玉縄桜とメジロ

国際医療支援室の取り組み
神奈川県内初



国際医療支援室

湘南鎌倉総合病院の国際医療支援室は、徳洲会グループが掲げる「いつでも、

どこでも、だれでもが、最善の医療を受けられる社会の実現」を目指し、外国人

患者さんも安心して安全に当院を受診できるよう、診察の調整や通訳・翻訳など外国

人患者さんへのサポートをしております。2016年3月の時点で7名のスタッフが勤務して

おり、英語・中国語・フランス語・ロシア語・台湾語の対応が可能となっています。

外国人患者さんへのサポート業務

海外在住の患者さんから診察や治療のご希望があれば、

その情報を収集・集約し、各種資料を翻訳して該当診療

科の先生に相談をします。その後、診察当日までの診察

日程や見積もりを送付するなどの診察の調整をします。

来院の手段を調整しなければならない方もおられるため、

その場合は現在業務提携しているJTBと相談し、患者さ

んに負担がかからないベストな選択を心がけております。

この様な取り組みは、現在日本政府の政策でもある医療

の国際化：インバウンド事業“メディカルツーリズム”

また、外国人患者さんが安心・安全に受診できるような環境づくり

にも積極的に取り組んでいます。環境づくりを行う際の手段として、

外部団体からの認証審査をツール（手段）として利用しております。

部署紹介

現在は、JMIP：Japan Medical Service Accreditation for 

International Patients（外国人患者受入れ医療機関認証制度：一般

社団法人日本医療教育財団）とハラール認証（日本イスラム文化セン

ター）を取得しております。このハラール認証は、イスラム教の患者

さんがお持ちの宗教食に対応できるような体制を保有している病院を

認証する制度です。このように、国籍や宗教・文化の違う患者さんも

安心して病院にかかれるよう日々努力しております。

▲国際医療支援室に在籍しているメンバー

「JMIP」外国人患者受入れ
医療機関認証制度認証書

厚生労働省が「外国人の方々が安心・安全に日本の

医療サービスを享受できるように」外国人患者の円滑な

受け入れを推進する国の事業の一環として策定。

一般社団法人日本医療教育財団が、医療機関の外国人受

入れ体制を中立・公平な立場で評価する認証制度です。

・JMIPについて

ハラール認証マーク

イスラム教の戒律に適合した

食品・製品・サービスである

ことを示す認証です。今回当院

では食事の提供について審査を

受け、認証されました。

・ハラール認証について

１

といわれ、当室も積極

的に取り組んでいます。

国際医療支援室：海老澤 健太

の取り組み



JCI：Joint Commission International（世界水準の医療施設評価機構）

とは、患者さんの安全が確実に確保されており、質の高い医療を提供して

いること、さらには継続的に医療の質に対して改善活動を行っている医療施設

を認証する団体です。評価基準は、世界で最も厳しいと言われており、世界の

病院マネジメントのスタンダード（標準）であると言われています。JCIの審査は

3年に1回あり、更新審査の度に難易度は上がっていきます。評価基準も同様に3年

ごとに更新されるため、審査をクリアするためには入念な準備が必要となります。

当院で見学や研修を希望される海外の医療従事者の方々が来日される調整や日本

で生活を送るための準備・通訳・翻訳サポートも行います。最近では、アフリカの

ジプチ共和国より医師・看護師・助産師・理学療法士・放射線技師の受け入れを

サポートしました。みなさんが当院で吸収したこと活かして、自国の医療に貢献

していただけることを心より望んでおります。

日本国内の患者さんも海外から来られる患者さんも、

また、医療従事者も同様に安心して湘南鎌倉総合病院で

過ごしていただけるよう、今後とも認証活動などを通じ

て貢献できればと考えております。

JCI認証

海外からの研修生の受け入れ

International Medical

詳細は英語版のホームページをご参照ください。

https://www.shonankamakura.or.jp/english/

JCI認証書

２

3

Support Center

▲JCI審査を受けている様子▲JCI審査員と国際医療支援室の職員

▲ジプチから来た研修生たち

▲ジプチからの研修生の
通訳を行っている様子

審査期間は病院での実地審査（通常5日間）のみが対象となるのではなく、審査期間の1年前からの診療

記録（カルテ）記載・その他の様々な記録物が対象となります。よって実施審査日だけを対応すれば良い

ということではありません。常にJCIスタンダードの要求事項が実行できているかどうかを現状把握し、

問題を特定し、改善するというサイクルを回し続けることが重要となります。

また、約1600人もの職員（非常勤・契約業者も含む）に対しての情報共有も必要となるので、定期的に

委員会を開催するなど、教育・周知活動も成功の鍵となります。

https://www.shonankamakura.or.jp/english/
http://shonankamakura.or.jp/about/upload/jci_l.jpg
http://shonankamakura.or.jp/about/upload/jci_l.jpg


胆管は胆汁を、膵管は膵液を十二指腸に流す管で、出口は共通の穴になっています。胆管、膵管には様々な

病気が生じますが、これらの検査・治療を行うために開発されたのが、内視鏡的逆行性胆管膵管造影法

（ERCP）です。胃カメラを改良した内視鏡を用いて口から十二指腸まで挿入し、胆管・膵管の出口から逆行性

に造影剤を注入する検査法ですが、胆管内の結石除去であったり、胆管閉塞による黄疸の際にステントと呼ば

肝臓で作られる胆汁を十二指腸に流す管を胆管（図1）といいますが、2015年10月

に胆管内を直接観察できる高性能の新型胆道鏡（SpyGlass T M DS: Boston

Scientific）（写真1）が、本邦で販売開始となりました。

胆道鏡は超細径内視鏡（カメラ）であり従来から存在していましたが、操作性・

画質・耐久性・簡便性などをすべて満たすものはなく、十分に普及しているとは

言い難い状況でした。

今回の新型胆道鏡は、操作性の向上とともに、デジタル化されたことで画質の

著しい向上がなされています。またディスポーザブル（使い捨て）のため耐久性を

気にすることなく操作可能であることに加え、差し込むだけで簡便に使えるため検

査時間に与える影響も少なく、より実用的になっています。当院では全国に先駆け

て同機器を導入し、神奈川県内では初の施設となっております。

れる管を挿入して流れを改善するなど、

開腹しない低侵襲な治療法としても位

置付けられています。難易度の高い手

技ですが、先人の努力や機器の進歩な

どに伴い、診断・治療成功率、安全性

のいずれも向上してきました。

しかし、問題点もあります。ERCPは

造影剤を注入してレントゲン写真をと

る間接的な検査方法であるため、胃カ

メラや大腸カメラと異なり胆管・膵管

内の病変を直接見ることができず、

結石と腫瘍の鑑別が困難な例なども

存在します（写真2・3）。

～最新の検査・治療法～

消化器病センター 部長

医療の話

内視鏡的逆行性胆管膵管造影法(ERCP）

胆管内を直接観察する胆道鏡

腫瘍結石

写真2 写真3

小泉 一也

ERCP : Endoscopic retrograde cholangiopancreatography

鑑別が困難な
場合も

写真1

胆道鏡先端部

胆道鏡導入 !
神奈川県内初

た ん ど う き ょ う

新型



十二指腸乳頭部

肝臓

胆のう 十二指腸

胆管

膵臓

膵管

胆道鏡を用いることで、上記の胆管内病変が結石か腫瘍かを

容易に区別することができます（写真4）。この際に腫瘍を直接観

ながら検体を採取することができるため、従来法に比べて診断が

より確実になります。

また、結石が大きい場合では、胆道鏡で直接観ながら破砕する

ことも可能となります。胆道鏡の使用方法は、ERCPで用いる

内視鏡内を通して胆管に挿入するのみで、従来行っている胆管

ステントを挿入する手技とほぼ同様に行うことができます。

当施設のERCPは年間約500件行っており、これは全国

でも有数の件数となっております。以前より正確かつ安

全な検査・治療を心がけてまいりましたが、今回胆道鏡

が導入されたことにより、ますます安全性や診断能の向

上が担保されることになりました。特に胆管癌の診断に

おいては、従来法では癌かどうかの区別が難しく、組織

前

右 左

胆道鏡の有用性

当院での取り組み

Gastroenterology Center

写真3の腫瘍の胆道鏡像

腹部を前面から見た図

写真4

図1

検査を反復せざるを得ない例が存在しましたが、直接視認して組織を採取することで精度が上がり、患者

さんが受ける検査回数を減らすことができると期待しております。本検査と当院で施行している超音波内

視鏡検査（EUS：Endoscopic ultrasonography）という胃カメラの先端に超音波（エコー）を搭載した内

視鏡を組み合わせることで、難しいとされる多くの胆道・膵疾患の正確な診断が、より早期に可能となる

と考えています。

消化器病センター医師
下段中央：賀古センター長 上段中央：小泉部長

腫瘍



トピックス

火災訓練が行われました

一時的ではありますが、1階フロアの防火扉を閉めた状態となったため、来院されていた方々にはご迷惑をおかけしました。

今後も有事の際に職員が混乱することなく患者さんを避難・誘導できるように、院内・院外で火災訓練や防災訓練を行っ

ていく予定です。ご理解とご協力のほど、よろしくお願い致します。

火災訓練が終了した後、訓練に参加した消防署の方から「避難させなければいけない人がどこに居るかは予測できない

ため、実際の火災発生時にはトイレの中などすべての場所を忘れずに確認して下さい」とアドバイスをいただきました。

1階の防火扉が閉まる様子

火元となった非常扉
訓練終了後、消防署員から
アドバイスを受ける職員

消火栓のホースを出し、
放水ができる態勢を再現

玉縄桜が開花しました

当院の玉縄桜は、2010年の新築移転の際に「玉縄

桜をひろめる会」のご協力で貴重な苗木をいただき、

植樹。今年で4回目の開花となりました。

神奈川県立フラワーセンター大船植物園にある早咲き

のソメイヨシノの中から選択・育成された品種です。気温

の低い時期から開花し、ソメイヨシノよりも長く楽しめる

桜で、フラワーセンター近くの「玉縄」という地名と、北条

早雲が築城した玉縄城にちなんで命名されたそうです。

今年も当院の敷地内にある玉縄桜が開花しました。

例年の開花は2月下旬頃でしたが、今年の冬は温暖

な気候であったため、2月中旬頃からの開花となりました。

昨年、当院の隣から移転した特別養護老人ホームかま

くら愛の郷の跡地にあった玉縄桜も当院に植え替えした

ため、今年はたくさんの花を目にすることができました。

玉縄桜とは？

2月20日土曜日、院内で火災訓練が行われました。今回は、1階の12番

中央放射線部の通路の先にある非常扉から出火したという想定で、同フロア

にいる患者さん（役）を避難・誘導するという内容でした。また、11階病棟で

も並行して同様の訓練を行いました。訓練の様子をビデオに収め、後日見返

し、問題点や改善点について話し合いました。



Topics

ドキュメンタリー 「Micro Birth」 上映会が行われました

2016年3月10日木曜日、当院の別館3階にある講堂で公開医学

講座 ドキュメンタリー「Micro Birth」の上映会を行いました。

現代人が行っている既存のお産方法が、今後抱えるかもしれな

い問題についてを題材に、様々な見方で論じられており、参加され

た方々も真剣な表情で観られていました。

湘南鎌倉バースクリニック

日下 剛院長

大田 康江さん

ドキュメンタリー「Micro Birth]

講演の様子

また元当院助産師の大田 康江さんによる上映の紹介と、今年

5月に開院する湘南鎌倉バースクリニック日下 剛院長の講演が

あり、参加者からは「自然分娩の大切さと同時に、帝王切開に対

する説明の重要さにも気付かされました」との感想が寄せられるなど、

参加者全員が考えさせられる意義深い機会となりました。

このドキュメンタリーは人類が進化する過程で共に成長してきた微生物の視点から

「お産」について考える内容です。

2016年5月

今回の講座は、５月に

開院するバースクリニック

の目標とするお産を知っ

ていただくために企画しま

した。

大船植物園
フラワーセンター

湘南鎌倉総合病院

●コーナン
鎌倉大船モール

特養かまくら
愛の郷●鎌倉岡本

●ガーデンホームズ

旧病院

天神下

山崎
跨線橋北

山崎
跨線橋南

湘南モノレール
大船駅

富士見町駅 内覧会のお知らせ

2016年 4月 24日(日曜日)

現在、旧湘南鎌倉総合病院の跡地近く、湘南モノレールの「富士見

町駅」から徒歩約3分の場所に、「湘南鎌倉バースクリニック」を建設し

ております。

当院ホームページにてお産の動画もご覧いただけます。

5月に開院を予定としており、妊婦さんやそのご家族にお産について学んでいただき、不安なく前向きに出産へ臨んでいただけるクリ

ニックとなると思います。
バースクリニックでは、出産予定日が2016年５月以降で、自然分娩を

希望される方を対象としています。ただし合併症など、その他のリスクが高い

と判断した場合には、本院（湘南鎌倉総合病院）でのお産となる場合

があります。

また、クリニックのオープンまでは本院にて健診を致しますので、健診を

ご希望の方はまずは産科外来へお電話いただき、予約をお取りください。

午後には一般公開を予定しています。時間など
の詳細は、ホームページでご確認ください。湘南モノレール「富士見町駅」下車 徒歩約3分

湘南鎌倉バースクリニック



公会堂前・南岡本バス停から徒歩４分

藤沢
藤沢駅より来院される方

●藤沢駅北口（さいか屋・ビックカメラ側）

４番乗場 神・船32 渡内経由 「大船駅西口」行

９番乗場 江・藤沢[弥]大船 武田薬品前経由
「大船駅」行

●藤沢駅南口（小田急デパート側）

8番乗場 江・5301 アズビル前・武田薬品前経由
「湘南鎌倉総合病院」行

公共交通機関でお越しの方へ

大船
南岡本下車

南岡本下車

大船駅より来院される方

●大船駅西口（大船観音側）

1番乗場 神・船31 渡内経由 「慈眼寺」行
船32 渡内経由 「藤沢駅北口」行

神・船101 城廻中村経由「大船駅西口」行
船102 公会堂前経由「城廻中村」行

2番乗場 神・船34 公園前経由 「南岡本」行

●大船駅東口交通広場ターミナル
（湘南モノレール駅下バスターミナル）

2番乗場 江・藤沢[弥]大船

四季の杜・武田薬品前経由
「藤沢駅（北口）」行

江・南岡本経由 「四季の杜」行

南岡本下車

公会堂前下車

湘南鎌倉総合病院下車

公会堂前下車

ご来院される方にシャトルバスの運行も行っております。詳しくは院内で配布のシャトルバス時刻表か、ホームページをご覧くださ

い。また、「しょうなんメール」のバックナンバーもホームページでご覧いただけます。

湘南鎌倉総合病院
〒247-8533 神奈川県鎌倉市岡本1370-1

代表：Tel 0467-46-1717(代表) Fax：0467-45-0190
しょうなんメール編集・発行 : 湘南鎌倉総合病院 年報広報誌委員会
ホームページアドレス:  http://www.shonankamakura.or.jp

医療法人
沖縄徳洲会

最寄駅 ＪＲ大船駅

公会堂前

南岡本

湘南鎌倉
総合病院

大船植物園

交番 大
船
駅

藤沢駅方面

▼

湘
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モール

裏道
（歩道）

Access Map 湘南鎌倉総合病院| 検索

駐車場利用
について

外来患者 一般・面会

最初 2時間 200円
以降 1時間 100円

1時間 200円料金体系

※外来患者さんは診察券が無いと一般料金となります

湘南鎌倉総合病院駐車場

地上 地下

0：00～24：00 7：00～21：00

179台28台

営業時間

台数

コーナン鎌倉モール

1時間 200円 当日最大1000円 お買い上げで180分無料

●葉山ハートセンター
神奈川県三浦郡葉山町

下山口1898-1
TEL 046-875-1717

●湘南厚木病院
神奈川県厚木市温水118-1
TEL 046-223-3636

●湘南鎌倉人工関節センター
神奈川県鎌倉市台5-4-17
TEL 0467-47-2377

●湘南葉山デイケアクリニック
神奈川県三浦郡葉山町

一色1746-2
TEL 046-876-3811

●湘南かまくらクリニック
神奈川県鎌倉市山崎1202-1
TEL 0467-43-1717

●大和青洲病院
神奈川県大和市

中央林間4-25-17
TEL 046-272-9300

●介護老人保健施設 ゆめが丘
神奈川県横浜市泉区

和泉町1202
TEL 045-800-1717

●介護老人保健施設 かまくら
神奈川県鎌倉市上町屋750
TEL 0467-42-1717

●介護老人保健施設

リハビリケア湘南かまくら
神奈川県鎌倉市山崎1202-1
TEL 0467-41-1616

●介護老人保健施設

リハビリケア湘南厚木
神奈川県厚木市戸田2446-15
TEL 046-230-5111

●特別養護老人ホーム

かまくら愛の郷
神奈川県鎌倉市岡本1022-32
TEL 0467-41-1122

●特別養護老人ホーム

逗子杜の郷
神奈川県逗子市沼間1-23-1
TEL 046-870-6800


