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;１基本姿勢

：患者さまの目線に立ち、優しさと思いやりをもって病める人々が心を癒し、病を回復し健康を維持されるよう努めます：
§１政策医療と地域医療

：成育、重症心身障害を中心に当院で提供する全ての医療を政策医療として位置づけ、国民の健康と安全に寄与すると同一
；時に、地域医療として山梨県民の皆様に還元し、県民に選ばれ、お役に立てるように日々努力します
：１患者様の権利
:患者さまの平等で適切な医療を受ける権利、知る権利、選ぶ権利を守ります

;１研究と教育
ｉ全ての医療職種に貢献できる質の高い臨床研究と教育研修の推進に努めます
；１安定した経営

；たゆまぬ意識改革を行い、独立行政法人として安定した経営を目指します
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看護部長に就任して
看護部長阿相信子

甲府に向かう車窓から、桜の花と菜の花と

I土7位という評価が得られました。外来・入院

桃の花が一斉に咲いているのが見え、まさに

ともに2005年よりとても良い評価を得ること

桃源郷そのものでした。そのような地である

が出来ました。この評価を励みにし、外来は

甲府病院に４月１曰付けで赴任してまいりまし

ナンバーワンを維持できるように、そして入

た看護部長の阿相信子と申します。赴任して

院はナンバーワンを目指し、努力していきた

旱２ヶ月が経ちますが、看護部長としての責

いと思います。

任の重さに身の引き締まる思いの毎日です。

患者の皆様にとってより良い療養環境と質

独立行政法人国立病院機構甲府病院として

の高い看護を提供することが、病院の評価や

スタートし、本年度は３年目を迎えます。諸

質の高い医療サービスに大きく影響してくる

先輩や現役の職員の方々のご苦労のもとに歴

ものと考えています。看護の質を高める努力

史が積み重ねられていることを認識しながら、

の一つは、教育すなわち人材育成です。看護

また新しい歴史を重ねていけるよう、しっか

部の院内教育は、４月の新採用者オリエンテー

りと役割を果たせるように努力してまいる所

ションをスタートとし、年間を通して計画さ

存です。どうぞよろしくお願い申し上げます。

れています。本年度より専任の教育担当看護

さて、毎年入院、外来患者の皆様の協力を

師長を配置し、教育計画、運営、そして臨床

得て行われております病院顧客満足度調査の

の現場での指導・実践・評価を行っています。

結果が、過日送られてきました。当院は全国

さらに、看護の質を高める努力の一つはマン

の同機能規模施設で、「入院患者さんも外来患

パワーの確保です。当院は７：１の施設基準の

者さんも満足度が高く、現段階では曰本の患

取得を目指して、職員一丸となって看護師・

者さん満足創造の先頭グループに位置している」

助産師の確保に努めてまいりました。例年で

との評価を得ることが出来ました。とくに、

すと新採用者は6～7名ですが、本年度は22名

北陸・甲信越地域におきましては、外来は

を採用することが出来ました。今後実績を積

2005年の5位から2006年では第１位に輝きま

んで晴れて７：１施設基準を取得することが出

した。外来への.待ち.時間へのご意見はあるも

来るよう努力してまいります。
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｢国立甲府病院の
発展を祈って」
井上内科小児科医院井上利男
（甲府市医師会副会長、
甲府市内科医会副会長）
当院開業昭和57年１０月。東邦大→東

京大学本院→山梨県立中央病院を経て
常に中心志向で－歩引いた姿勢で最先

端医療の学問に邇進し、多くの人材に

井上内科小児科医院スタッフ（下段中央が井上院長）

恵まれ曰常診療にあたってきました。元公的病院

病院廃止を存続で頑張ったこと、山曰新聞の“ド

師長3人を含めた看護師に、非常勤の元県立中央病

クター出番です”の取材依頼したこと、戸川敦院

院院長横山宏先生、厚生連前所長小林~久先生、

長依頼の職員駐車場確保で曰銀より借りたこと、

東京大学第２内科出身の甥の小尾俊太郎先生、糖尿

河口忠彦先生司会の開業医との勉強会等々、更に

病療養指導士、エコー技師等約20名のスタッフです。

最近では、甲府市医師会小児救急で久富幹則先生

振り返ってみますと、昭和60年頃国立甲府病院

他多数の小児科医の御協力、山梨大外科との接点

の総医師数約15名で昼夜を問わず現在の厚労省構

役で角田元先生の対応、甲府市内科医会座長時の

想の“総合科医，，的先生方が対応していただいて、

渡邊吉康先生の御活躍、その他多くの科の先生・

常時約１０名の入院患者数がありました。ＮＩＣＵを

職員の方々の心をこめた当院と患者様へのアドバ

望月俊太郎先生（現開業）と作り山梨県厚生部に

イス等に感謝致します。

注意され、その２ケ月後に逆の過大の誉めの評価を

病診連携の中で医師会理事会構成メンバーに入

いただいたり、虫垂炎穿孔で腹腔内便状で高山忠

っていない点が今後の課題です。人口減少が進ん

利先生（東大l外助教授→現曰大教授）がエマージ

で行く中で“病院、診療所ふんばる”の心で行き

ェンシー手術を施行した6歳女児のこと、布田伸一

たいと思っています。

先生（現女子医大）と心サポートを推進したこと、

長沼博文院長の原稿依頼に感謝するとともに、

国立甲府病院の御指導宜敷くお願い
致します。
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診療時間
齢平曰/午前８：３０～午後６：３０

篭土曜曰/午前８：３０～午後６：３０
曰・祭曰は休診です
住所：〒400-0025

甲府市朝曰－丁目４－１２

電話：（055)251-7700（代表）
FAX：（055)２５１－７７１２

てんじん

霞璽r畷

斡趣抑『叩・キユーユ『』』，

護蜜

蕊

蟻liiili露i鍵鍵iilllllIiilllilll

溌雛露､i鰯織灘：！

教育担当看護師長桜井かおり
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新人たちは、４月の第１週目に組織人としての心

蒔曇

亨襲

くのを見守って

構えや基礎看護の技術指導を集中して受けました。

います。若さあふれる新人たちに刺激され、病棟

そして、２週目から各病棟に配置され、看護師ある

も活気付いています。

いは助産師としてｌ曰でも早く一人前になれるよう

６月には新人看護師たちも夜勤に入るため、更に

に、諸先輩方に就いて学び、頑張っております。

緊張の時間を送っていくことと思います。どうか

はじめは緊張の毎曰で、ひたすら業務を覚えるの

頑張っている新人たちに、周囲の皆様も暖かいお

に精一杯の新人たちを、プリセプター（新人担当

声かけをして頂ければ、本人たちも嬉しく思い、

指導者）や他の先輩看護師たちが、手取り足取り

励みになると思います。

丁寧に看護を教えています。私も時には厳しく、

これからも、どうぞよろしくお願いいたします。

巖

「
山梨県及び、山梨県看護協会が主催するフェス

タ看護事業は、「看護の心」の普及啓発を通じ、

看護職員の就業促進や県民の生命を守る良質な保
健医療の提供に寄与することを目的としています。
このフェスタ看護事業の一環として開催された

第２９回山梨県看護大会記念セレモニーが５月１１日
に開催されました。

当院では、４病棟に勤務している荻野央子さんが
｢県民の看護師さん」に選ばれ、表彰されました。
また8病棟に勤務している看護師の小田切｣悦子さ
んの作文、「私にとっての看護の魅力」が、作文
公募にみごと入選し、ご本人が看護大会記念セレ
モニーで朗読されましたので、ここに紹介します。

左：小田切看護師中央：長沼院長右：荻野看護師
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安曇野を見下ろす北アルプスの峰々を眺めながら、
突然に“看護婦になろう，，と思い立ったのは、高
校3年の夏休み、学校へ向かう電車の中でのことで
した。あの曰から、もう４０年以上が経ちました。

新卒時に配属された小児病棟で、聴覚障害児の

Ａ君と関わったことがきっかけとなり、重症心身
障害児（者）看護に携わって30年になります。重
心児（者）は、一旦入院すると長期にならざるを
得ない現状にあり、ある意味で病院が家庭の如く
であり、職員が家族のような存在になっています。

今日も病室では、Ｇ君は「ごとごとごっとん、ご

_ゴー牡－－■－．-.8.誼蜀･閂.＝自認一.□釣一一一・＝:Bzエけ=計可一蜀苫一一吋---;君エ」。､型エー－－ｮ声＝虫宅＝＝

朗読する小田切看護師

っとんとん少」と歌うと天井に向かって「ギャハア」
と笑い、Ｔさんは「ちいちいつばつぱ、ちいばつ

｜ま家族と共通の話題にしています。

ばJ>」と声をかけると横を向いたまま「ウフッ」

重心児（者）の殆どの方に言語障害があり、苦

と言い、Ｓさんには「しよ、しよ、しょじょじ～少」

痛などの訴えは、発声や表情の変化、全身の緊張

と歌うとくるりと振り向きます。手なめをしてい

などの「いつもと違う」状態で表れ、それがコミ

るＩ君に「雨雨ふれふれ、ピチピチ、チャプチャプ、

ュニケーションの－手段となっています。こちら

ランランラン少」と歌うと、きゃつきやと笑いな

がそのサインを見逃しキャッチできなければ重篤

がら腹ばい移動を始めます。特に「ブランコゆれる、

な状態に陥ってしまう、という恐ろしい現実に幾

お風呂でゆれる、ユラユラユラリ、ユラユラリＪ)」

度も遭遇してきました。その反面、「アーアー」

と浴槽で湯につかりながらの「お風呂でブランコ」

と言い消灯を過ぎても眠れないＵさんの足が“ああ、

は多くの患者様に好評です。病院では、とかく刺

冷たいな”と思い、マッサージをして温枕をすると、

激や変化の少ない生活になりがちですが、童謡を

程なくして眠りについたことから、“足が冷たい、

介して接触をし、それに対してのそれぞれの反応

と訴えていたのかな，，と気付かされたこともあり

には嬉しいものがあり、その笑顔をカメラに収めて

ました。また、手なめをしたり衣服を咬んで夜中
まで眠れない生活を繰り返していたＭ君には、“温

かいものが欲しいのかもしれないな、私の手でも

いいかな…',と思い消灯時に彼の手を握っていると、
１０分程で眠り始めたこともありました。“やったあ１

自分の手の温度がＭ君に伝わったのだ。人肌の温
かさってなんて素晴らしいものか，，と、こんな些

細なことに喜び感動したりする日々でした。
看護の「看」は手と曰で成り立っていますが、
それには温もりが加わるのだろうと思います。看
護の「護」のごんべんは、患者様の立場に立った

言葉がけをして、思いを知ることだと考えています。

そこから始まる人間関係。それが私にとっての看
護の魅力です。心に残る感動を与えてくださった
多くの患者様、ご家族の皆様、支えてくださった

病院関係の方々に感謝しつつ、定年まであとわず
か…好きなこの道を歩んでくることができた幸せ
看護を行う小田切看護師

を感じています。

てんじん
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エネルギーとなるもの､つまり熱を発生させる｢炭水

化物」「脂質｣、「たんぱく質｣のそれぞれが含まれる

栄養管理室長原義隆

量によって食品のエネルギーは違ってきます。

日頃から｢それ高カロリーじゃない?｣とか｢高カロ

リーだからやめよう｣という会話を聞かれることも多い

それぞれの栄養素1グラムが発生させる熱量は次
の通りです。

と思います｡では､そもそもカロリー(Ｋcal)って何で
しょう。

そこで､今回は､糖尿病食事療法のための｢食品交
換表｣についての説明も含め､カロリーについてお話し

《各栄養素の熱量》

炭水化物１９×4kcal
たんぱく質１９×4kcal
脂質１９×９kcal
(例)食パン(市販)1009の場合(栄養成分表より）
ｴネルギー→２６０kcal

したいと思います。

炭水化物４８０９×4kcal＝１９２kcal

⑥｡⑨⑤ｅ色⑤｡⑨⑥の⑨Ｓ毎色⑥色色⑤＆色⑧⑥色⑥③｡⑥②③⑧③④⑤ｅ④⑥ｅ色⑥⑮色⑥ｅ曲⑥③③⑥ｅ色⑥騒色⑤忠色⑥の色⑥砂趙⑥⑮⑨⑧③色⑥⑯⑨⑨③｡⑥＆色⑥の釣⑥○曲⑥ｅ色⑤⑳色⑧ｅ⑨⑥e曲⑥の診⑥①⑨⑥ｅ⑨＄の④⑥｡⑨⑥｡⑨⑥⑭⑨⑥Ｃ⑨

たんぱく質8.49×4kcal＝33.6kcal
脂鬘3.89×9kcal＝３４２kcal

１．カロリーって何`？

③③ｓｅｅ＄、③$⑤⑧＄②ＣＳｅ⑨＄②⑧田、の＄⑤②＄、｡e⑤②Ｂ、Ｃｓ④⑧＄、ｅ曙④⑨＄、⑰母⑤⑨＄②③＄②のＳ②③田⑪⑨$④③$⑤｡$、⑧田②の$、⑨＄｡Ｃ＄⑤⑨⑬、⑨$、⑨＄⑤ｅ田②⑨田④⑨田⑭⑨$②⑨田④⑨＄⑤⑨Ｓ⑭＠＄④③＄｡⑨＄

力ロリ－(kcal)・エネルギー･熱量などと呼ばれま

合計すると259.8kcal

すが､カロリーとは一体何でしょう？

（算出した値と栄養成分表のエネルギーが一致しましたね｡）

「ｇ｣が重さの単位であるように[kcal]はエネルギ

つまり､同じ1009を食べたとしても､炭水化物､たん

ーの単位です。１カロリーというのは水1グラムの温度

ぱく質が多い食品を食べるのと､脂質が多い食品を

を1度あげるのに必要な熱量のことをいいます。したが

食べるのとでは､エネルギーが違うというわけです。

って､１ｋcalというのは1キログラムの水を1度あげるの
に必要な熱量のことをいいます。

⑥⑥色⑧③ｅ⑥③Ｃ⑧③④⑧③③⑧⑥C⑧辱毎③⑥⑨⑧②④⑧⑫色⑧⑥｡⑧｡④雷⑥④⑧⑤C⑥⑥｡⑧ｅ②⑧⑤｡⑧ｅ色⑧②色⑧⑥④⑧⑥色⑧③色⑧⑥色③｡⑨③＄⑨⑧③｡③⑥⑮⑥Ｓｃ⑥③＠＄⑥｡③｡④⑧尋④⑥③色⑧⑥⑨⑧③④ｏｃｅ⑧辱色⑧ｅ⑨⑧Ｓ④⑧ｃｃ

3．食品交換表ではどうでしょう？

②③巴⑤⑨巴$⑨⑨$③毎＄③Ｂ⑮⑨$｡②ＳＧ、巴⑤⑨$＄④ｅ$③巴⑤⑨＄⑪⑨Ｓ⑮④＄⑮⑨＄③②⑰＄、巴伊⑤Ｂ紐⑨Ｓ⑤、⑨②⑨巴⑭④ｅ②③⑧伊⑨ｅ紐⑨ｅ輯⑤心ら④ｅ⑯⑨＄②⑨＆②③＄＄⑭ｅ⑫④ｅ⑤④⑱⑯⑨巴⑤⑨母⑮②＄Ｓ②鰹Ｓ⑨＄ら⑨Ｓ⑥④臼

人間が生きていくために最低限必要なエネルギー(基礎代謝
消寶カロリー三)と､体を動かすことで使用する熱量を合わせたもの。
消費力□リー=基礎代謝量(*')+生活活動量(*2)+特異動的作用(*3）
*1:基礎代謝量/生存のための最低のエネルギー所要量

*2:生活活動代謝量/日常生活で消寶されるエネルギー量→よく動けば､それだけエネルギー量は増える
*3:特異動的作用/食事を摂取したとき|こ代謝を促進するために発生するエネルギー

2．栄養素とは？

②②⑨⑤⑦⑨③⑳⑨⑧｡⑨③③⑨⑥②⑨③②⑨⑧｡⑨③②⑨⑥｡＠⑥⑭⑨②＄⑨③ｅ⑨⑧④⑨②ｅ⑨②⑯⑨⑧伊⑨⑧②⑨⑥②⑨⑬｡⑨⑥｡⑨⑧②⑨⑨①③⑥｡⑨⑨｡③②⑮⑨⑧②⑨⑨④⑧③⑨⑨⑨⑨①③②⑨③、③⑥｡⑨⑨⑱③③⑭①③⑮⑨⑰⑳⑨⑰②⑨②、⑨②｡⑨

織

（表一・・・は､交換表
の食品群分類です｡）

「栄養」という現象を

食品交換表による（⑥つの食品分類

摂取力□ﾘｰ麓二襄鱒二二illii二二i〕;化吸収のためにどれだけ

岡｢--孟蔚壷－，鶴i慧圏

録i〔;ﾘﾋﾞﾘ懸蕊１，轍－－－－－－、’’１

１璽山i璽鑿鑿二鑿譽｣||型_j二LPL1J懲り懸呵蕊iMokcal
k譲ｉ蕾:鵯:;:－－－１１１』４L1-lJJ如噸鯛

U-2-L5L-l鰍蝿×鰍k・園’
|露扇|露i鰯ＩＦ二F￣~ルーLL,＝ぃ鍬轆…胴
-2-141二｜
[藝峯:鑿襲鑿畠一』－４i-LL｣二(
箇撚態,鰯lＩ諦雛鰯i鷺kiCii勘１
９７１

ＯＩＯＩ９Ｉ[~gうてg=FTR5目司

【菫lijJii蕊蕊Ｌｌｌｉ三三１Ｊ
iiiiliiiiiiiiiiLIJ垂窪鼠肌選

`－－、

一で－－－T￣‘－－Ｆ－

ｉｌｌ

Ｍ １３ｌ５ＩＬＩ
川

徳瀕繍i灘f凸1鰯錯l鰍轍

團本坊津宙平舎毎打騒犀撹虜卒
酋笛息「騒犀撹虜卒毎箪の定dMb虞晶安換目篇む唖」文尭HＲＪＷ

営むために必要な物質

iiM蝿i蝋MIim鰯懸mi1li

を｢栄養素｣と言います。

とｌﾗﾌに至乏系」こ百Ｖ』よ９・

戯旋nt漣翻

食事指示鬘の例(旧20単位;1600kcalの場合では…）

炭水化物(表-1.2)､たんぱく質(表-3.4)､I旨質(表－

５)の3大栄養素と､無機質､ビタミンに加え､現在では
生活習』慣病予防のために欠かせない食物繊維を加

え6大栄養素として考えられています｡食物繊維は、
特に体の働きを整える(調節素)として､無機質.ビタ
ミンの大切な供給源です。

では､肉や魚でも種類によって大きくエネルギーが

■■■■■■■■■田

議=＝雷

(表-1…189×11単位=1989)＋(表-2…209×1単位=209）

違うのはなぜなのでしょう?それはその食品に含まれ

+(表-4…69×1.5単位=99)＋(表-6…139×1単位=139）

蝋…'零諄却汁綱
［￣天鰄鰄溌…

+(表-4…49×1.5単位=69)＋(表-6...59×1単位=59）

素を分けると

右記のように
なります。

Ｆ三二二芦蝿綱繊

＋(調味料=6.59)＝246.59×4kcal=gB6kcaI

(表-1…29×11単位=229)＋(表-3…99×4単位=369）
＋(調味料＝1.59)＝70.59×4kcal=２Ｓ2kcal

i li ilil ili 鍵li i l l 蕊i lili i

(表-3…59×4単位=209)＋(表-4…59×1.5単位=7.59）

＋(表-5…99×1単位=99)＋(表-6…19×1単位＝19)＋
(調味料=0.79)＝sBo2g×9kcal=343.Bkcal
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というように、各栄養素のカロリーを合計すると、
１６１２ｋcalになります｡また､各栄養素の比率も理想

的な割合となり､バランスのとれた食事となるわけです。

ですから､これからの夏休みなど､家族でバーベキュ
ー→｢今曰はお肉を食べるからご飯は減らそう｣なん
て考えると､厳密にいうとカロリーは同じでも中身のバ
ランスが崩れてしまう結果になります。

回避藝二醤'凝護鵬堅■、jfil藝塞IIfiHiiiif’
鱒緯麓謹霞翁書費

鐵正エネルギー震霞蕊鞠藻露方凄

栄９３４５

炭水化物１９ｇｇｇ
タンハク質２２９９９９９

型Ｊ１弓騒化ix鎧］壗薫

％

Ｈｇｇｇｇ０７９２１％
８０３２４８１１１ｋ

鑑総．'､拳］

l露↑灘《デスクワーク亭｡､>人達鶴な酌……｡２５～30罐
鶴&②錘$(立ち佳事鹸多いH鐘形……………３０~35鰯

(k錘）麹労健《力仕事無多い醸藁)………………｡３５以上顧
巌やせ蜜､馨Ｗｋ－嵐秒薩うをとる
鰯H蟹､褒9鍵；尋騨嘘ﾂ篭とる

単純に体重の増減は､摂取カロリー(食事量)と消
費カロリー(運動量)の差と考えて良いと思います｡下

今の体重が､やせ傾向なのか､ベストなのか､それと

消費する運動量より多

も重たいのかによって､体重増減の目的に応じた指示

ければ､体重増加につ

かカロリー量が求められます。

ながるということですね。

⑨轡⑨

萱
》一

の図のように食べる量が

曇『

４．私のカロリーはどう考えたらいいの？

医療安全管理者として
医療安全管理係長稲垣あさ子

左：久富医療安全管理室長右：稲垣医療安全管理係長

院長の指名により医療安全管理者とし
て選任され、早五年目を迎えます。

医療安全管理者は医療事故防止のため

全職種の垣根を乗り越え、組織横断的に

活動し部門間の連携と調整を図り、患者
の皆様に安全な医療を提供できる環境づ

くりに日々努めています。この度職員一
人ひとりの安全意識を高めるために、必
要な時にいつでも見ることができる「ポ

ケットマニュアル」を作成しました。い

つも手元におき活用することで、更に患

者の皆様の安全を図っていきます。今後
は管理体制の見直しや改善により職員が
安心して働ける職場を確保するため、環
境や労働条件を整えるべく体制づくりを
更に目指していきたいと思います。

割歴ヨ臣

|l il lil l 1l iliIl1Ii 1 I li li iｌＩ１ｉ鱸

1．危険因子を明らかにし、

その排除に努める
２．５S運動を推進する

（整理・整頓・清潔・
清掃・驍）
３．マニュアルの遵守を徹
底する

４．指差し呼称・声出し確
認を実行する
５．あらゆる事故防止のた

めに、経験を語り継ぎ
類似事故を防ぐ

てんじん

整形外科部長
》一

□■■・口一一口■・辮鮴噸馴趾

測乢危椛紡

明沸糺川杠式

川岫滞竹緬外

■鑓一・口一・・辨特》辨卦

蝿

萩野哲男

篝篭篝塞蒙蓋雲憲篝篝塞篝篝鑿篝篝當零壼濤塞零塞箒曇

馨蕊驫鑿

蕊

穰驫…

蕊ii鱗籍

サポーターや安静などの保存治療で
も改善がみられない膝関節疾患の患者
さんを、体に優しい内視鏡による手術（関

著者：左側

節鏡視下手術）によって治療します。

スポーツ種目は、バスケットボール、バレーボール、

実した治療が可能となっています。また山梨学院

ラグビー、サッカーなどの球技から柔道、レスリ

大学ラグビー部のチームドクターなど、地域・学

ング、スキーなど様々で、主に膝十字靭帯損傷に

校のスポーツチームと協力しています。

対する靭帯再建術､半月板損傷に対する半月板修復
術、関節軟骨損傷に対する手術を行っています。
山梨県下には膝関節傷害専門、特に靭帯再建術を

積極的に行っている病院はほとんどなく、スポー
ツが主な原因の膝関節疾患に対する関節鏡視下手

術が年間１００件に及ぶことは当院の特色の一つで
あります。特に膝十字靭帯損傷に対する手術は紹

介患者によるものが増加し、概ね良好な成績を上

鰯iliiiliiiiliiliIii鍵

「スポーツ・膝疾患治療センター｣のスタッフは、
以下のメンバーで手術、リハビリテーションを行
っています。

整形外科医師：萩野哲男、落合聡司、若生政憲

理学療法士：藤井正人(運動療法主任)以下3名

げています。当甲府病院ではチームを形成し、こ

霧■L蓬■のＴｌ!；

のような方々の早期復帰を目的に、コミュニケー
ションを大切に、体に優しい治療を目指しています。

霧議鑿霧篝震

スタッフ

膝以外のスポーツ傷害や、スポーツ以外の原因

の膝疾患についても相談に応じます。平日の午前

嚢nJ1J■■■■繕

平成１８年度の関節鏡視下手術件数は約100件で

主な内訳は、靭帯再建術（主に前十字靭帯再建)は
30例、半月板手術が50例です。今年度には最新式
の関節鏡システムを追加購入し、今まで以上に充

中に診療を行いますが、できるだけ紹介状を持参
して来院ください。その曰の混み具合により待ち
時間が長くかかる場合があります。大変にご迷惑

をおかけしますが、ご理解よろしくお願いいたし
ます。

第17号

著者：前列中央

皆様、はじめまして。４月より放射線科へ異動し

しいとされておりました。

て参りました立道と申します。よろしくお願い申

人間ドックにおける胸部撮影のオプションとして、

し上げます。さて、放射線科では皆様ご周知のよ

当院に設置されている最新のマルチスライスＣＴ（東

うに放射線を用いた各種Ｘ線撮影、ＣＴ検査、血管

芝社製)による検査では、これまでの胸部ｘ線撮影

撮影、MRI検査、ＲI検査などを6名の放射線技師で

では映らなかった早期のがんまで発見できるように

行っています。検査対象者は当院入院ならびに外

なりました(画像’)。職場で働く人や地域住民の方々

来患者様ですが、さらに地域の医療機関とも相互

の肺がん検診においても、精密検査としてマルチス

協力を図りながら高'性能・高額の医療機器を有効

ライスＣＴを活用して、肺がんの早期発見をめざし

に活用するため、古屋前技師長より健診委員会に

ています。また、マルチスライスＣＴは低線量によ

諮っていただき平成１９年３月１４日付けで承認決定

る肺がん検診を可

が得られました二つの項目を提案・実施いたします。

能としていますの

また従来より実施されています脳ドックにつきま

で、安心して検診

しても再度掲載させて頂きました。

をお受け下さい。

Jnrえ■

鯨,が

尾Ⅸ他

重書留

ちなみに検査時間
は１０分以内、息止

めする時間は１０秒

本邦においては、がんによる死亡は年々増加し、

程度です。肺がん

死亡原因のトップの座はゆるぎそうにもありません。

検診において大切

なかでも肺がんの増加は急速であり、男女とも肺

なのは早期発見、

がんによる死亡率が他のがんによる死亡率を追い

早期治療です。マ

越して、トップとなりました。なかでも、喫煙者

ルチスライスＣＴを

の肺がんによる死亡者数は増加の一途をたどって

駆使した肺がん検

おります。「肺がん」検査については、通常の胸

診によりあなたの

部Ｘ線撮影による健康診断だけでは早期発見が難

体を守りましょう。

画像１

てんじん

iii1mli1i鰯

骨粗しよう症とは、骨からカルシウムが溶け出す
ことで、骨組織（骨量・骨密度）が減ってしまうこ
とです。つまり、骨の中が軽石のようになり、非常
にもろくなる状態を指します。骨粗しよう症になる
と脊椎の圧迫骨折や、大腿骨の骨折が増えるので、

腰痛や寝たきりの原因になると言われています。骨
密度測定とは、骨の中にあるカルシウムなどのミネ
ラル成分がどのくらいの量があるのかを計測するも

ので、骨粗しよう症の診断に用いられます。当院で
行っている骨密度測定は、Ｘ線を用いて精度の高い

データが得られるＤＥＸＡ法（DualEnergyX-ray
Absorptiometry）で、この方法を用いた機器（米

国/ホロジック社）を使用し検査しております（画

像２）。骨組織は、男女とも20歳半ばまで増え続け、

通常４０歳半ばまではほぼ変化はありません。しかし、
女』性の場合、更年期を迎える４０歳半ばから閉経を迎
えるまで、ゆっくりと減少し始め、そして閉経に伴
い女』性ホルモンが減少すると同時に急速に減ってし
まいます。特に閉経直後の１０年間で、骨量が１５～

20％（その後は加齢とともに年１％程度）も減少す
ると言われています。特に女性の方にお勧めしたい
検査です。

霞i蕊霧霧霧I1iiIilili霧霧iilllii1i霧均いて
脳ドックは、ＭＲＩ装置を用いて症状がない、もし

くは発症していない脳の疾患を早期に発見するため
の「脳の健診」です。目的とする主な疾患は無症候

J性脳梗塞、脳動脈瘤などがあげられます。早期発見
することにより重篤な脳梗塞やクモ膜下出血などの
発症を予防することを目的として行われます。

頭部MRI画像(画像3．FLAIR=フレアー画像、Ｔ２

画像)により微少梗塞などの検索が可能です。頭部
ＭＲＡ画像により脳動脈瘤や脳血管が狭くなってい
ないかを検索します（画像４）。検査時間は着替え

画像３

頭部FLAlR画像

などを含めて約30分位で終わります（ただし、心臓
ペースメーカーや生体内にクリップがある方は検査

が受けられません）。結果については、健診当曰に
脳神経外科専門医師より説明を行いますので半曰で
終了します。

以上述べました各種検査を日常診療と並行して行い、

甲府病院内の放射線科としての位置づけだけではなく、
地域の多くの医療機関の皆様とも連携が図れる放射
線科として撞進する所存です。今後とも各方面の御

協力をよろしく御願い申し上げます。

画像４頭部ＭＲＡ画像
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鵜iilli鰯liiiliilliiililillili
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蕊ili1lm=書病棟

蕊

本年７月２５曰(水)の１８：００～1９

３０（詳細未定）に、’恒例となりま し
ﾋﾟ煙

塗

た重症心身障害病棟の夏祭りが行わ

れます。病院の中で治療を受けなが

ら生活している、約120名の方々が

体調の許す限り参加なさいます。例

年、地元の方々のご協力を得て、音
楽演奏、盆踊りなどのイベントを楽
しみます。締めくくりは花火です。
大きなものではありませんが、花火

師さんの技が見ものです。よろしか

ったら夕涼みのお散歩のついでに足

||議蕊鍵Ｉ

をお運びください。

昨年の薑祭り

霞慰g鍵I寵：

ホールコ蕊

霧

音楽の持つ精神ならびに身体への癒しの効果についてはすでに皆様よく
「ご存じのことと思います。いろいろな病気で病院におかかりの患者様と ご
、立曰

家族の皆様、病院で医療業務や各種の医療・介護サービスに従事する医師

看護師、コメディカルのスタッフ、ボランティアの皆様に、心安らぐ癒しの

楽をお楽しみいただきたいと開催してまいりました病院外来ホールコンサートもすでに4年目を迎えました。

これまで、山梨交響楽団のメンバー、山梨大学管弦楽団のメンバー、元Classの津久井克行氏、音楽家の米
良礼子氏、当院の職員など多彩な出演者によって様々な演奏会を行ってまいりました。これからも一層充実
した演奏会を開催していきたいと考えております。ご期待下さい。次回開催は７月を予定しています。
コンサート実行委員長渡邊吉康
国＄蘭藺

關癬病院就職ｉｌＩｌＭ鰯蕊

独立行政法人国立病院機構甲府病院の就職説明会を開催します。

当院看護職スタッフ・採用担当者が、施設の概要、看護の概要、卒後教育の現状等の説明を丁寧に行い
ます。参加の予約は不要です。

．■〔ご連已絡先〕

〔開催場所〕〒400＝85ｓ３J
国立病院機構甲府病院４Ｆ大会議室

、山梨j驫雫■寵■南天神職11番３５号

〔開催曰時〕■国立猿院機構■露■寵病院慧護部
平成19年６月23曰（土）１３：３０～１６：３０（受付開始１３：００）

平成19年７月25曰（水）１３：３０～１６：３０（受付開始１３：００）

副霞護蕊１１３１農■蔵i見■■恵子

ＴＥ仏蛎5翅５３６１３１

※就職.採用に関するご相談､パンフレットのご希望は､随時対応しております。ＦＡＸＯ５５皀乏51石597
平曰８：３０～１７：１５の
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一一三蕊三三三“』麺癖 丁 》弘一Ⅲ鈩計》》一
木澤仙雫〆扉〆曰曰窄癖悲一搾鋤》》需刮繩』■三》
水窪一一曰曰己耀弄鰹口悪鯆悪曰威

火
黒

□｜澤畑

２

三〆一

科

川

３－４’５

内

１

平成19年６月１日現在

尾
￣

脳外科’５長沼長沼

特殊外来午後3時~曰渡邊
精神科三平野･塩江
消化器科稲岡稲岡

富

深一伊

田東

２－３

小児科２加藤田□

久一加

’１久富稲見

藤

３中根神谷

神経外来(午後）

中村野□

摂食外来(午後)3JＪ
３

外科

鈴木角田

鑿〃〃科、』藝霊譽
泌尿器科

相川Ill□

１深田深田

産婦人科２伊東高木

３１隔週交寶午前中符議巖雷部一
眼科己戸野塚
耳臺咽喉科｜曰￣

鰯受付時間初診/午前8時30分~午前11H寺００分再診/午前8時20分~午前11時００分(再診で予約を取られている方は予約時間まで）
※乳児健診/毎週火.木曜日(完全予約制）※人間ドック/毎週火.木曜曰脳ﾄﾞｯｸ/毎週火･壽曜Ｒ
※予防接種(小児科)/毎週水曜曰(完全予約制）※毎月第４金曜日/黒澤医師糖尿病教室

◇周産期新生児専門医コース

◇整形外科後期臨床研修コース

叡対象：小児科専門医

鍛対象：原則、卒業後3～5年の医師
蕊期間：３年間
露募集人員：２名
騨身分：常勤医師

蕊期間：６ヶ月間の国立成育医療センターでの研修を含め、
３年間。
塗募集人員：若干名
駐身分：常勤医師
鶏指導医：副院長久富幹則（暫定指導医）

◇周産期母体胎児専門医コース
霧対象：産婦人科専門医
患期間：６ヶ月間の国立成育医療センターでの研修を含め、
３年間。
慰蟇集人員：若干名
魯身分：常勤医師
録指導医：外科系診療部長深田幸仁（暫定指導医）

鑪慧臘欝鑿

騨指導医：整形外科部長萩野哲男(診療科経験年数18年）
落合聡司(診療科経験年数9年）

Ｉ

lWuEmWBEWBRH皿nnuHBEU皿5B2叩BmHRU叩MFMmIWHMBEUEEBBEHHHWHLUBBn■RHBb期HEnBR皿ﾛnmBHBdRHBZUEEH■upBZHBZH■EmBmnnqUEBH

各コース閥↓!合わせ先独立行政法人国立病院機構
甲府病院管理課庶務係

TELO55-253-6131(代表）

IBU､ﾛﾛﾛﾛﾛﾛBmnuUUEgnUnDUUqmﾛｪﾛbIMUPUEUUEUBnUBnn皿ﾛﾛｪﾛﾛ■UDBﾛﾛﾛﾛﾛﾛﾛmUUE■BzBBE■DmDBE■BBUMB■■白■UB5HB■ﾛ■叩ｺﾛｪﾛﾛﾛﾛ叩ﾛﾛﾛﾛﾛJBB

Ⅱ

1鰻P552弱6131(代表)FAxO55251-5597

梅雨明けの待たれる季節となりました。「てんじん｣のページ数が増え内容が

充実して2回目の発行となりました｡今後ともより良い内容で発行を重ねて

いきたいと思いますので､皆様のご協力をお願い致します｡ご意見ご要望など
ございましたら編集委員までお願い致します。（編集委員吉田龍矢） ：

⑲

Ｉ

医療連携室直遍電話
ＴＥＬＯ５５－２４０－６２２３
ＦＡＸＯ５５－２４０－６２２５

