名古屋共立病院広報誌

vol.12
2 017 年 1 0 月

特 集
本態性振戦の新治療

集束超音波治療（FUS）
のご紹介
看護部コラム

足の自己チェックで神経障害を予防しましょう!
肺炎球菌ワクチン接種で肺炎予防をしましょう!
消化器内科より

内視鏡検査のご案内

偕行会グループの取り組み紹介

パレパレ市の透析医療に貢献しています

栄養指導課コラム

食物繊維について

特集
SPECIAL NEWS

本態性振戦の新治療

集束超音波治療
（FUS）
のご紹介

名古屋共立病院では7月より、中部地方で初めて本態性振戦（体のふるえ）
の治療を目的とした「MRガイド下集束超音波治療器（MRgFUS）」
を導入し
ました。今回は患者様の負担が少なく、治療にも時間のかからない画期的な
治療法をご紹介します。

名古屋共立病院では中部地方初となる「MRガイド下集束超音
波治療器（MRgFUS）」での本態性振戦の治療を行っています。

超音波照射のイメージ

治療中の様子

超音波とMRIの２つの技術を組み合わせた画期的な治療法です。MRIの画像を見ながら脳の一
点に虫眼鏡のように超音波を集めることで、治療部位を熱焼灼させ、本態性振戦の症状を治療
します。名古屋共立病院では、名古屋大学医学部附属病院の脳神経外科と協力して、患者様の
病状に応じた最適な治療法の提案・提供をさせて頂きます。

本態性振戦とは
症状が身体のふるえのみの病気です。40歳以上の
年齢層では、およそ16人に1人の方が本態性振戦
の患者であると言われています。ふるえが軽度の
うちはあまり問題にはなりませんが、字が書きづ
らいとか、手に持ったコップの水がこぼれるなど
日常生活に不自由をきたすようになると治療が
必要な病気です。
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患者様にとってのメリット
メリット❶

メリット❷

メリット❸

メスを使わないので体に傷が
つかない低侵襲な治療法です。

超音波で治療を行うので、放射
線による被ばくの心配があり
ません。

治療・入院期間が短く、日常生
活に対しての負担が少なくて
済みます。

治療例(本態性振戦)

治療スケジュール例

治療前

ふるえ外来受診

診察･検査･確定診断
治療のイメージ

2泊3日にて治療
(超音波照射)※

外来にて経過観察

治療後

治療のイメージ

治療翌日には日常生活に戻ることが可能です。
退院後、定期的な経過観察が必要です。

治療後ただちにふるえが改善し、図のように
滑らかに線が書けるようになっています。

※集束超音波治療（FUS）については健康保険適応外です。
そのため自費での診療となります。

治療の対象となる方

本態性振戦と診断された方で、薬物療法の効果が低い方

※本態性振戦と診断されていても頭蓋骨の性質や形状により、医師が適応外と判断し治療が出来ない場合があり
ます。当院では、現在本治療の適応外であるパーキンソン病の治療は行っておりません。また、臨床研究による
治療も行っておりません。

医師からのメッセージ
名古屋共立病院

集束超音波センター長

津川 隆彦

医師

つ がわ

たか ひこ

この度、東海地方で初めて集束超音波治療器を当院に導入いたしました。
この機器は超音波
の力を利用して本態性振戦を治療する最新の治療装置です。本態性振戦は頻度の高い病気
ですが、症状がすすむと、
ふるえによって書字が困難になったり、
ひとりで食事をとることが出
来なくなったりと日常生活に支障をきたします。
これまで薬が効かない場合には脳への外科手術が必要でした。
この治療装置を用いれば頭
をメスで切ることなく治療することが可能です。本態性振戦で苦しんでおられる一人でも多
くの患者様のお役に立てればと思います。
治療をご検討されている方、
ご不明な点がある方はお気軽にお問い合せください。

治療のお問合せ

名古屋共立病院

診療予約センター

052-353-9100（月曜～金曜

8：00～18：00 祝日･年末年始除く）
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看護部
コラム

あなたの足は大丈夫?

足の自己チェックで
神経障害を予防しましょう!

糖尿病には3大合併症といわれる神経障害、網膜症、腎症があります。
その合併症の中でも神経障害は一番多い合併症であり、早い時期から始まることが多いといわれています。
常に足の症状や外観変化に注意して神経障害のサインを見つけましょう。

8月よりフットケア看護外来枠が増えました。
月

火

水

木

金

第1週
第2週
第3週
第4週
自己チェックシートで簡単に確認できます。
外来フットケア担当看護師にお声掛け下さい。

8月より、第1、第4木曜日もフットケア看護外来を行っております。
お気軽にご相談ください。
（外来時間14:00-17:00(完全予約制)）

少しでも足の異変に気づいたらお気軽に外来フットケア担当看護師にご相談ください。

肺炎球菌ワクチン接種で肺炎予防をしましょう。
肺炎は高齢者の死因第３位の病気です。肺炎を予防するための肺炎球菌ワクチンには2種類のワクチンがあ
ります。肺炎を起こす肺炎球菌には、90種類以上の型があります。
２種類の肺炎球菌ワクチンを接種すること
で、
より多くの型をカバーして感染のリスクを減らすことができます。
また、
これからの時期流行するインフル
エンザは重篤な肺炎を引き起こすことがあります。
インフルエンザワクチン接種も併せて行いましょう。
平成26年10月1日から、65歳以上の高齢者を対象とした肺炎球菌ワクチンが定期接種となりました。

こんなことで悩んではいませんか？
肺炎球菌ワクチンを以前
に接種したけど、その後の
接種は必要なのかしら？

?

肺炎球菌ワクチンはまだ打ってない
けど、2種類あるワクチンはどうやって
接種すればいいのかな？

??

ワクチンの接種スケジュールは人それぞれ異なります。
当院では接種方法や接種スケジュールに関する相談を受け付けております。受診の際など当院
のスタッフにお気軽にお問合せください。

今回の内容についてご不明点、
ご質問など 医療法人偕行会 名古屋共立病院 診療予約センター
受付時間：月～金曜 8：00～18：00
ございましたらお気軽にお問合せください。
※祝日、年末年始を除く

TEL 052-353-9100
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消化器内科
より

内視鏡検査のご案内
名古屋共立病院の消化器内科では、上部消化管(食道､胃､十二指腸)内視鏡検査、
下部消化管(大腸)内視鏡検査を行っております。今回は患者様から疑問や不安の
声が多い内視鏡検査について紹介します。

上部消化管内視鏡検査
● 上腹部に痛みがある
● 吐き気、嘔吐が続く
● 黒い便が出る
● 胃の不快感、胸やけ、のどのまたは胸のつかえ感 など

下部消化管内視鏡検査
● 血便が出る
● 便通の異常(便秘､下痢が続く)
● 腹痛、膨満感が続く など

最新の内視鏡機器を導入しています。
当院では消化器内視鏡検査に使用する
「内視鏡ビデオスコープシス
テム」
にオリンパス社製の最上位機種「EVIS LUCERA ELITE」
を採
用しております。
観察性能や操作性・挿入性に優れ、病変の発見率向上や検査時の疼
痛緩和など患者様の身体的負担の軽減を実現しています。

Q&A
Q1 内視鏡検査は苦しいと聞くけど大丈夫ですか？
A 当院では希望される方に内視鏡検査時に鎮静剤を使用しています。
鎮静剤を使用することで眠ったまま検査することが出来、起きたとき
には検査が終了しています。
また、下部消化管内視鏡検査は検査前の
処置を心配する方が多いですが、当院では検査前の処置の負担を減
らすために前日の食事の指導も外来時に行っています。
（※鎮静剤の効果には個人差があります。）

Q2 健康保険は使えますか？
A 当院では病気の診断や精査のために医師の診察を受けた上で内視鏡検査を行いますので健康保険の適用と
なります。
なお、当院では健診目的の内視鏡検査は行っておりません。
Q3 健康診断で便潜血陽性と言われたんだけど内視鏡検査の対象ですか？
健康診断で便潜血陽性と診断された場合、
まず大腸内視鏡検査を行うことを勧めています。大腸内視鏡検査で
A は組織診断等も同時に行うことが出来るため、
確定診断を行うことが出来ます。
気になる症状や不安なことがありましたら
まず消化器内科外来を受診してください。
お電話1本で外来予約取得が可能です。

◆お問い合わせは

052-353-9100
（診療予約センター）

（月曜～金曜 8：00 ～18：00 祝日・年末年始除く）
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偕行会グループの取り組み紹介
インドネシア

パレパレ市の透析医療に貢献しています
偕行会グループでは、
インドネシアの南スラウェシ州パレパレ市と
「透析医
療技術提供に関する覚書」
を取り交わし、パレパレ市の透析医療がインド
ネシアで最高水準の医療サービスとなるよう協力しています。
この取組みの一環として、パレパレ市の医療従事者の日本での研修受け
入れや医療従事者の教育を目的に、偕行会グループの職員を現地に派遣
しております。
名古屋共立病院からは、管理栄養士と健康運動指導士をパレパレ市に派
遣し、腎臓病治療に対するレクチャーを行いました。
栄養療法では、
日本の食品交換表を持ち込み、現地スタッフと意見交換を
行ったり患者様の記録を行いました。
また、運動療法では体力評価方法の
レクチャーはもちろん、バンドを使用した透析中の運動療法を実践して頂
きました。
今後も継続的に現地スタッフと協力
しながら、偕行会の透析に関するノ
ウハウや技術を駆使し、パレパレ市
をインドネシアで一番の医療のまち
に出来るよう協力してまいります。

栄養指導課
コラム

特徴
作用

含まれている
食品の一例

食物繊維について
お腹の調子を整える食物繊維ですが
「不溶性食物繊維」
と
「水溶性食物繊維」
の2種類があることを知っていますか？

不溶性食物繊維

水溶性食物繊維

保水性が高く、水分を吸収すると膨張して
カサを増す。

高粘性がある。
腸内細菌によって分解され発酵し、腸内フローラ
を改善する。

排便促進効果

排便、便量の増加

穀類(玄米、
ライ麦、雑穀)
豆類(大豆、
おから)
野菜(ごぼう、切干だいこん)
きのこ類(えのき、
しいたけ、
しめじ)
芋類(さつまいも、
さといも)
こんにゃく

糖尿病、脂質異常症の予防・改善

血清コレステロールや食後の血糖上昇を抑える。
腸内の善玉菌を増やし、
おなかの調子を整える。

果物(りんご、
なし、
マンゴー、
もも、
プルーン)
野菜(オクラ、
モロヘイヤ、
にんじん)
海藻

バランスを考えずに不溶性食物繊維ばかり食べると、便が硬くなったり、腹部の膨満感が強くなったりします。
不溶性食物繊維と水溶性食物繊維の割合は2：1が理想とされています。偏らず、
バランスよく食べましょう。

食物繊維の上手なとり方

･主食の種類を替える。(白米→玄米、食パン→ライ麦パン等)
･野菜や海草、
きのこ、豆などがたっぷり入ったおかずをプラスする。
→野菜や海藻、
きのこは毎食100g～150gを目標に食べると食物繊維が1日に10g～15g摂ることが出来ます。
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名古屋共立病院

「基本理念」
●

常に最新の先端技術を導入し、高度な専門医療を目指します。

●

真に総合的な医療（予防・治療・リハビリ・社会復帰）
を目指します。

●

患者様の自己決定権を尊重する医療を目指します。

●

他の医療機関と連携して、地域医療の発展を目指します。

●

教育・研究を重視し、職員の自己研鑽に努めます。

患者様の権利と病院からのお願い
❶人権を尊重される権利

❹医療の情報を知る権利

疾病の種類、社会的な立場等に関わらず、すべての人

ご自身の診療に関する情報について、説明を受ける

には良質な医療を平等かつ公平に受ける権利があり

権利があります。診療情報の開示については当院の

ます。患者さま個々の人格や価値観などを尊重され、

規定に従ってください。

自らの意見を述べる権利があります。病院の職員や
他の患者さまの人権を脅かす行為
（暴力、
暴言、
脅迫等）
を行なう方は歓迎しません。

❺理解し納得できるまで
説明を受ける権利
治療や検査の必要性や効果、危険性、他の治療方法の

❷最善の医療を
安全に受けられる権利

を求めることができます。予想される重大な合併症に

最善の医療を安全に受けるために、患者さまご自身の

ついては説明しますが、すべての可能性を説明するこ

健康に関する情報をできる限り正確にお話しくださ

とはできません。疑問があれば何度でも質問してくだ

い。快適で安全な療養環境を保つため、病院内での

さい。

規則や病院職員の指示を守れない方は歓迎しません。

有無などについて、
わかりやすい言葉や方法での説明

❻医療行為を選択する権利

❸プライバシーが守られる権利

自分の意思で主体的に治療方法等を決定することが

ご提供いただいた病気に関わる私的な情報や診療の

できます。また、複数の専門医等の意見を求めたり、

過程で得られた情報は当院の規定に従い厳正に取り

他の医療機関へ移動することもできます。
（必要な資料

扱います。連絡先等の変更があった場合は速やかに

は提供します）
してほしくない治療を断ることもできま

ご連絡ください。
患者さま自身の許可なく第三者へ提供

す。他の医師の意見を求めることで不利な扱いを受け

しません。医療の発展のため、治療の成果等を研究や

ることはありません。当院での医療行為を希望された

教育へ活用させていただくことがあります。使用の際

場合でも、入院費や診療費等を遅滞なくお支払いいた

は、
プライバシーの保護には細心の注意を払います。

だけない方は歓迎しません。
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「いきいき腎臓病教室」
「糖尿病教室」のご案内

予約制

第3回

いきいき腎臓病教室

全4回

10月14日（土）10:00～11:30
木村医師･看護師「血液透析とは？」
「腹膜透析とは？」
管理栄養士「食事について」
患者様からの体験談･交流

●内容

第2回
●内容

糖尿病教室

vol.12

名古屋共立病院では毎月1回「いきいき腎臓病教室」
「糖尿病教室」
を開催しています。
教室では医師による病気に関する基礎知識や管理栄養士、看護師、臨床検査技師、薬剤師・健康運動指導士などによる食事
療法や日常生活の工夫、検査値・内服薬の説明など、
すぐ実践できる内容を分かりやすく説明しています。
病気や日常生活に対する悩みや疑問を直接医師やスタッフに相談が出来ることも魅力の一つになっています。
確かな知識を身に付け、健やかで快適な生活を続けましょう。
全6回

11月4日（土）10:00～12:00

春日医師「糖尿病と高血圧･腎症」
管理栄養士「減塩の工夫」
看護師「日常生活での注意点」

疾患をお持ちの患者様やご家族様、疾患について知りたい方などどなたでもご参加頂けます。
（要予約）
詳細は外来にてお配りしています各回のチラシ、
または内科スタッフにお尋ねください。

救急外来を２４時間３６５日対応してます

院に
名古屋共立病 へ
様
者
患
る
れ
さ
来院

TEL ０５２-３６２-５１５１

無料送迎シャトルバスを運行しています

乗り場

高畑駅1番出口

途中下車は出来ません
ご乗車の際には、
偕行会関連施設の診察券をご提示ください。
運行日

月～金曜日

運休日：土曜日、
日曜日、
祝祭日、
12月30日～1月3日

名古屋共立病院外来棟⇒地下鉄高畑駅
7：00
8：00
9：00
10：00
11：00
12：00
13：00
14：00
15：00
16：00
17：00

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

地下鉄高畑駅⇒名古屋共立病院外来棟
7：00
8：00
9：00
10：00
11：00
12：00
13：00
14：00
15：00
16：00
17：00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

30
30
30
30
30
30
30
30
30

※シャトルバス時刻表は名古屋共立病院 外来棟の受付またはホームページにてご確認ください。 時刻表は変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
名古屋共立病院：http://www.kaikou.or.jp/kyouritsu/
※交通事情等により発車時刻が前後する場合や、
天候や災害等諸事情により運休する場合があります。
その場合での交通費補償等は一切行っておりません。
ご了承ください。

※特に外国語対応ができる方を募集しています。
お問合せ先／フリーダイヤル 0120-052-510 e-mail somu@kaikou.or.jp
医療法人偕行会 名古屋共立病院 URL: http://www.kaikou.or.jp/kango/

広報誌の創刊にあたり、名古屋共立病院の職員から
誌名を募り、
『

』
に決まりました。

見やすいユニバーサル
デザインフォントを
採用しています。

2017年10月発行

看護師募集

「資料の請求」
「病院見学」
など、
お気軽にお問合せください！

〒454-0933 愛知県名古屋市中川区法華一丁目172番地

市バス3番乗り場の先

名古屋共立病院
外来棟

名古屋共立病院

地下鉄高畑駅と名古屋共立病院 外来棟の間で、無料送迎シャトルバスの運行をしています。
名古屋共立病院に来院される患者様だけでなく、
近隣にあります医療法人偕行会の関連施設に来院される患者様もご利用いただけます。

医療法人偕行会

夜間救急応需体制
◎お問合せ 名古屋共立病院
２４時間３６５日対応（内科医１名体制）

編集・発行／

名古屋共立病院では、救急外来を24時間 〈患者様へご案内〉
365日対応しています。
（内科のみ）
救急対応では、通常の診療時間とは異なり、
外来を行ってない時間帯につきましては、 少人数の医師と看護師で治療を行っており
救急外来にご案内をしております。
ただし、 ます。そのため、診療まで時間が掛かったり、
検査、治療のため、後日再度受診をお願いす
整形外科疾患につきましては、医師体制
る場合があります。
が不十分のため、対応出来かねますので ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいた
ご了承ください。
します。

