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お医者さんに
聞きました
〜循環器科〜

スタッフ一同
お待ちしております︒
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循環器科は24時間・365日体制で
診療にあたっています。
近年、生活習慣の欧米化により狭心症や心筋梗塞などの心臓疾患が急

速に増加しています。比較的若い世代からメタボリック症候群や動脈硬化

が始まり、狭心症や心筋梗塞などの症状を発症していく例も増えていま
す。循環器科では高血圧や脂質代謝異常症などの生活習慣病から、急性心

筋梗塞や急性心不全、致死性不整脈疾患、心筋炎などの急性疾患まで幅広
い循環器疾患を診療しています。さらに心筋梗塞や急性心不全などの救急
患者の治療に対しては24時間・365日体制で診療にあたっています。

循環器科はあなたの体のライフラインを
整備します。
心臓は体に血液を送り出す重要な役割を持っています。そしてこの心臓

自身を血液の供給を必要としており、その役目を担っているのが冠動脈で
す。冠動脈の太さは、ストローの太さと同じくらい（およそ4㎜ほど）で、動

脈硬化により冠動脈が細くなってしまうと、狭心症の発作などを起こし、完
全に塞がると心臓の筋肉（心筋）に血液が行かなくなる心筋梗塞という重

篤な症状を引き起こし、緊急の治療が必要になります。当院は一般的な生
理検査機器や造影検査はもちろんのこと非侵襲的に冠動脈疾患や心筋疾

患の評価が可能なＲＩ検査や64列ＣＴ検査、ＭＲＩ検査機器を備えていま
すので、
心臓の異常を感じられたら循環器科までご相談ください。

ᚰ ၴ ᅻȊȖȅǱǻ

循環器科部長

大中 玄彦

最新の多機能
心エコー機で
検査します

患者さまの症状に応じ、
さまざまな心臓の
検査を行っています。
代表的な心臓超音波（心エコー）ご紹介。
○心臓超音波（心エコー）

胸部に超音波をあてて心臓の状態を検査します。当院では心臓構造や心臓弁の形態を立体的に可視

化できる高性能の超音波画像診断装置を用い経験豊富な技師が検査（心エコー）を行います。また、診

療所・クリニックの先生から依頼があれば当院で経食道心エコー（心房細動の血栓検索など）や運動負
荷心エコー
（労作時の息切れなど）
も行いますのでまずはお近くのかかりつけ医にご相談ください。

○64列MDCTによる心臓CT検査（カテーテルを使用しない冠動脈造影検査）

心臓CT検査により冠動脈の狭くなった部分や塞がっている部分をカテーテルの使用なしに短時間で

検査を行っています。この検査で異常が見つかれば更なるカテーテルによる精査・インターベンション治
療を行っています。

○心臓リハビリテーション

なんでリハビリが関係するの、整形外科じゃないの?と思う方もおられるのではないでしょうか。じつは

心不全・狭心症・心筋梗塞等の入院患者さんは、心臓の働きが低下しています。心臓リハビリテーションと
は心臓病の患者さんが低下した体力を回復して、心臓病の再発防止と退院後の生活改善を目標としてい
ます。
当院では多職種による包括的アプローチを実施しています。

他にも心臓カテーテル検査や冠動脈インターベンション治療（血管にカテーテルという細い管を入れ

てステントやバルーンで狭くなった血管を広げる治療法）、ペースメーカー治療など様々な治療を行って
います。
詳しくは当院の循環器科外来でご相談ください。
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ホルモンバランスの異常で起こる、
こどもの病気にご注意を
小児内分泌
疾患とは
内分泌の病気とは、ホルモンに関連した病気のことです。ヒトの体内にはホルモンを作り出す臓

器がたくさんあります。そしてそれぞれが特有のホルモンを分泌しています。何らかの原因でホル

モンの分泌量が多すぎたり少なすぎたりすると身体の変調をきたしさまざまな症状がみられるよ

うになります。こどもに見られる内分泌の病気を小児内分泌疾患といいます。

〜こども の 特 性 〜

こども、と一口にいっても、新生児〜乳幼児〜学童〜思春期とめまぐるしく成長し、ホルモンバ

ランスも変化しています。各々の時期に必要なホルモンが多すぎても不足していても、正常な成長
や発育に影響をおよぼし、時には後遺症を残すことがあります。そのため迅速かつ適切な診断と
治療とが非常に大切です。

〜 サ イン を 見 逃 さ な い で 〜

「小児内分泌疾患」
とは聞き慣れず自分のお子さんには関係ない、
と感じるかもしれません。
しか

し実際には
「ちょっと気になること」
が診断のきっかけになったり、あるいはよく見られるような症

状をもとに診断されることが多いのです。
したがって以下のような症状でお悩みの場合は、小児内
分泌の病気かもしれません。ご心配があるようであれば小児科へお気軽にご相談ください。

サインの例
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◎身長が低い
（低身長）、あるいは
身長が極端に高い
（高身長）
◎急激に太ってきた、あるいは痩せてきた
◎多飲、多尿、あるいは夜尿がある
◎学校検尿で尿糖陽性といわれた
◎思春期が早い、あるいは遅い
◎首が腫れている
（甲状腺の腫脹）

小児内分泌科部長
黒柳 裕一

整形外科

〜人工股関節置換術とは〜

整形外科部長

小田 幸作

変形で寝たきりになる場合も
整形外科は全身の運動器：脊椎・関節・筋・腱・神経・骨などの病気、例えば椎間板ヘルニア、脊柱
管狭窄症、変形性膝関節症、変形性股関節症、四肢・脊椎骨盤などの骨折、関節リウマチなどを治
療する科です。今回は変形性股関節症や関節リウマチなどによって機能障害を来した患者さまに施行
する人工股関節置換術についてお話しします。
日本人は股関節の形成不全をした変形性股関節症が多く、そこに加齢変化や筋力低下などによっ
て股関節の関節症変化を来し、進行すると歩行困難や日常生活動作が著しく制限されてしまいます。
関節リウマチのかたも炎症の進行から、他には大腿骨骨頭壊死のかたも同様に進行すると股関節症
変化が進展します。

体に負担の少ない「低侵襲人工股関節置換術MIS」
手術治療法の一つに人工股関節置換術があり、術後の症状の改善やまた２０年以上の長期成績
においても良好の結果が得られています。当科では従来の手術に比べて患者さんの肉体的負担の少
ない低侵襲人工股関節置換術（MIS-THA）を適応症例に施行しており、当院におけるMIS-THAは
筋非切離型（筋温存型）MIS-THAを採用しています。
1）８cm程度の小さな皮膚・筋肉切開で前方より股関節に進入して筋付着部を切離せずに筋間を
分けて股関節に到達して手術を行います。
2）新たに開発した手術器具で筋腹を損傷
しないようにして人工股関節を挿入しま
す。メリットは筋肉腱の切離が少ない
か、全く行わないことで患者さまの術後
の疼痛コントロールや運動回復が早くな
り、術後のリハビリが短くできるため、
早期の社会復帰と退院が可能になると
いうことです。

人工股関節置換後

股関節の痛みや歩行障害の方、人工股関節
全置換術を考慮されている方など股関節でお困りの方は整形外科までご相談ください。
骨盤

切開部

骨頭ボール
ステム
（大腿骨コンポーネント）
寛骨臼

大腿骨

変形した関節

寛骨臼
コンポーネント
ライナー

人工股関節で入れ換えます。

（骨セメントを用いる場合とセメントを使用せずに直接骨に固定する場合とがあります。）
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早期発見・早期治療のために、
ぜひ受診を
過去5年間の平均がん発見率が0.99％
（即ち100名の受診者中約１名のがんを発見）
を
誇る高槻日赤
「人間ドック」
をご紹介
健診部長 河北 誠三郎

各検査は専門医が対応
健康長寿を理念とする高槻日赤人間ドックでは、がんの早期発見・早期治療を目指しています。高槻日赤

人間ドックは平成19年に全国で137番目、大阪府で15番目、全国の日赤医療施設で7番目に人間ドック学会

人間ドック健診施設機能評価の認定を受けており、胸部レントゲンは呼吸器科専門医、放射線科専門医、人

間ドック専門医によるトリプルチェックを行ない、
マンモグラフィーは共に検診マンモグラフィー読影認定医

の乳腺外科医および放射線科医がダブルチェックを行ない、撮影は女性の検診マンモグラフィー撮影診療
放射線技師が行ない、乳腺エコーは女性の超音波検査士が実施し、乳腺外科医が判定し、胃カメラは内視鏡

専門医が行ない、胃透視は放射線専門医が行ない、眼科検診は眼科医が行ない、婦人科検診は婦人科医が
行なっています。

大腸・胃・肺がん検査もオプションで充実
2013年度の全国のがん死亡数は多い順に

男性では
女性では

1位

肺がん

2位

胃がん

3位

大腸がん
ん

1位

大腸がん

2位

肺がん

3位

胃がん

では、免疫学的便
という結果がでていますが、大腸がんは早期発見により根治可能で、高槻日赤人間ドックでは、

潜血反応2日法に加え、
オプション検査として早期の大腸がんが発見される割合がさらに高い大腸カメラに

よる大腸がんドックを行なっています。

また、胃がんの発生に強く関与しているとされるピロリ菌に関し、高槻日赤人間ドックでは、胃カメラ検査

を受けられる場合にオプション検査としてピロリ菌検査を行ない、
ピロリ菌除菌をお勧めしています。さら

に、発見される肺がんの多くが早期であるとの報告がある低線量CT検査を用いた肺がんドックを、
オプショ
ン検査として行なっております。

女性技師によるマンモグラフィー検査なども実施
女性に関しましては、高槻日赤人間ドックでは婦人科検診、乳腺触診検診に加え、
オプション検査として女

性技師による乳腺エコーまたはマンモグラフィー検査を行なっています。日程に余裕がございましたら、高

槻日赤人間ドックでは管理栄養士による栄養指導や摂津峡温泉山水館での宿泊が自慢の2日ドックも行なっ

ておりますのでどうぞご利用下さい。
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患者支援センターの
ご紹介 第2回

今回は訪問看護ステーションの業務に

ついてご紹介します。

当院の「訪問看護ステーション」
は、訪問

看護師6名・訪問リハビリ担当者1名・事務

職1名というスタッフで活動しています。
場所は1階外来フロアで写真のような掲
示が目印です。

【お問い合せ】
・月〜金
9:00〜17:00
・ＴＥＬ：072-696-0571（代表）
まで

【私たちの仕事の内容】

①患者さまが在宅で安心して療養生活が送れるよう、地域の医療機関の先生方と連携し、難
病や認知症の家族も含めた幅広い看護サポートを行っています。
②緩和ケア病棟や緩和サポートチーム、地域医療連携課等と連携してがん末期のターミナル
ケアに積極的に取り組んでいます。
③地域医療支援病院の訪問看護ステーションとしてＭＳＷ
（医療ソーシャルワーカー）
や退院
調整看護師、理学療法士との連携を強化して患者さまの看護やリハビリに当たっています。
④地域の医療機関の先生方やケアマネジャー
（介護支援専門員）
と定期的な研修会を設けて
広く意見交換を行い、連携の輪を広げています。また、高槻市民健康フェアに参加するなど
対外的な活動も広く行っています。

【これからの取り組み】

地域に密着した看護サポートを目指して、地域の先生方からの意見はも
ちろんのこと、地域の住民の方からの直接のお声にもお応えしていけるよ
うスタッフ一同がんばっていきたいと思います。
患者様の病気のことや、これからどのようにして自宅で療養していけばよいのだろう？
など、不安や心配事がある時はお気軽に訪問看護ステーションまでご相談ください。
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副院長 玉田の登録医療機関訪問記

No.4

この度、当院との地域医療連携機関として登録をいただきました亀井先生をご紹介いたし
ます。
今後も亀井先生との連携を深め、地域住民の皆さまの健康を支えていきたいと思います。
◎院長 亀井 里実 先生からのメッセージ
生まれたばかりの赤ちゃんから、
ご高齢の方まで、
さまざまな
目のトラブルや悩みをお持ちの方のお役に立ちたいと思い、本
年5月、JR茨木駅近くに
「かめい眼科」
を開院いたしました。
目の健康は、心の健康、そして体全体の健康につながってい
ます。心身ともにストレスの多いこの現代社会で、目の健康を守
ることはとても大切なことと思います。
私は、京都府立医科大学眼科に入局後、その関連病院でさま
ざまな患者様を診療させていただき、緑内障をはじめ多くの貴
重な経験を積んでまいりました。この度、高槻赤十字病院の登
録医に加えていただくことができましたので、
ともに患者様の
QOV
（見え方の質）
を守るお役に立てることができましたら大
変嬉しく思います。
また、快適に受診していただくことも大切と考え、スタッフ一
同患者様に満足していただける医院を目指してまいります。目
に関することで気になることがありましたら、
どうぞお気軽にご
相談ください。
【診療時間】

9:00 〜 12:00
15:30 〜 18:00

月

火

○

○

○

○

水

亀井院長
（左）
と当院玉田副院長
（右）

院長 亀井 里実

茨木市下中条町 1-4
フジロイヤルローズコート 1F
TEL：072-657-8947

木

金

○

○

○

かめい眼科

登録医の
先生の
ご紹介

○

土
○

【休診日】

土曜午後、水曜、日曜、祝日

★…木曜午後は 16:00 〜 18:00

登録医療機関のご紹介

谷口内科循環器科
住所：茨木市中河原町11-39

院長

谷口 寛昌先生

TEL：072-665-4976

予防医学に取り組み、
健診・治療に生かしていきます
谷口院長
（左）
と当院循環器科大中部長
（右）

◎院長 谷口 寛昌 先生からのメッセージ

私は、大阪市内の救急病院で心筋梗塞や狭心症に対するカテーテル治療を中心に、循環器救急を専門に診
療を行ってきました。その中で予防医学の大切さを痛感しています。救急病院の最前線で予防医学の大切さ
を身近に感じてきた私が、小さな病気の段階から治療に携わる事で、
より効率の良い適切な治療を提供出来る
のではないかと考えています。また、大きな病気になってしまった方も、それを繰り返さないようにすることこ
そが、
これから必要な診療になるのではないかと考えています。
当院では患者様に健康で笑顔の絶えない生活を送っていただくために、予防医学を生活の一部と考え、健
診・治療を行っていこうと考えています。高血圧や高脂血症、動悸
（不整脈）
などの循環器疾患をはじめ、糖尿
病・痛風などの生活習慣病、風邪や腹痛など、
どんな些細な症状でもお気軽にご相談ください。
【診療時間】

9:00 〜 12:00

16:00 〜 19:00
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月

火

○

○

○

○

水
○

木

金

○

○

○

○

土
○

Ƒతథᴟࠅɹଡ଼࠾ؔứۿȂǳ᭸Ო̓ƒ
研修課 阿部 哲子
ƄǬ⪭лƱǘƱƹ
昨年度からは、緩和ケアの質の向上をめざし、医療者教育 を中心
に行
に行っている上記研究会ですが、今年度はさる8月27日
（木）
に２回目

を開催することができました。
を開
第一部は、緩和ケア診療科の金村誠哲医師が、
『 気持では負けま
せんと
という症例
せん 最後まで生き抜いた患者との関わりを振り返る』
発表
発表を行いました。
第二部として、
『 新しい不眠治療―せん妄・転倒・依
存を
存を減らすために』
のテーマで、静岡県立がんセンター腫瘍精神科

部長 松本晃明先生にご講演いただきました。毎回、難解な症例や興
味深
味深い症例を提示してくださいますが、
金村先生の症例もそうでし

た。チームとして、患者様の生と死に寄り添い、それを支える家族にど

う寄
う寄り添えばいいのか
？二度と同じ人生に関わることはできませんか
ら、これで良かった・
・
・ という答えがない事の繰り返しです。
『ただ、
傍に
傍にいること』
の難しさを感じずにはいられません。松本先生の不眠
治療
治療に関しては、
緩和ケアに限らず総ての診療科の患者様に関わる
薬剤
薬剤のため、
とても関心が高いものでした。活発な質問がなされてい

まし
ました。施設の都合で場所変更を余儀なくされたせいか、参加者は４５
名と 期待していたより若干少なかったことがとても残念です。
名と、
講師の先生方はもちろん、お忙しい中お集まりいただいた皆様に
感謝
感謝いたしますとともに、
急な申し出にも関わらず、快く施設をお貸し

頂き
頂きました西阿武野コミュニティーセンターの方々に紙面を借りまし

て深
て深く感謝いたします。

季節の訪れを美しく告げるアート作品たち
〜外来 1 階「ギャラリーコーナー」誕生〜

社会課

福﨑 美恵子

このたび、外来患者様への 癒し や
和やかな雰囲気の空間 を提供するこ
とを目的として、外来1階に
「ギャラリー

社会課 福﨑美恵子

コーナー」
を開設しました。
季節ごとの写真や花の絵などの展示
を随時行っています。

※ギャラリーでは皆さまからの作品を広く
募集しています。

ご出展に関してのお問い合わせは、
医療社会事業部社会課
（072-696-0571【内線】481）
まで。
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お医者さんに
聞きました
〜循環器科〜

スタッフ一同
お待ちしております︒

リウマチ教室を開催しました

社会課長

濵田

健司

平成27年7月5日
（日）
、地域の皆さまを対象に、
リウマチに関する知見を広げていただくことを
目的とし、
５月に新しくオープンした
「西阿武野コミュニティーセンター」
において
「市民公開講座リ

ウマチ教室」
を開催しました。
この
「リウマチ教室」
は、
日頃から、
リウマチで悩んでいる方やご家族の方で、
もしかしたら私もリ
ウマチかなあ、
と心配しておられた方など、大勢の市民の皆さまが参加されました。

講師には、当院のリウマチ専門医でもある小田整形外科部長を初め、
リウマチケア看護師の野
循環器科は24時間・365日体制で

口、作業療法士の八木がそれぞれの立場から話しをし、皆さん真剣に聞かれていました、時には、

診療にあたっています。

笑いもありましたが・
・
・。質問コーナーでは、事前に頂いていた内容や日頃から思われている心配

事、最新の治療の事など時間が不足するほどの質問がありました。参加された方々との質疑応答
近年、生活習慣の欧米化により狭心症や心筋梗塞などの心臓疾患が急

が活発に行なわれた
「市民公開講座リウマチ教室」
でした。

速に増加しています。比較的若い世代からメタボリック症候群や動脈硬化

が始まり、狭心症や心筋梗塞などの症状を発症していく例も増えていま

♪

す。循環器科では高血圧や脂質代謝異常症などの生活習慣病から、急性心
た

し
筋梗塞や急性心不全、致死性不整脈疾患、心筋炎などの急性疾患まで幅広
ま
音楽の優しさと
し
催
慰問コ
ンサート」を開
様
い循環器疾患を診療しています。
さらに心筋梗塞や急性心不全などの救急
者

患

「・365日体制で診療にあたっています。
患者の治療に対しては24時間
温かさにつつまれて
社会課

福﨑 美恵子

循環器科はあなたの体のライフラインを
去る7月30日
（木）
緩和ケア病棟やすらぎホールに
整備します。

おいて、音楽グループ
「アンサンブルミューズ」
による

心臓は体に血液を送り出す重要な役割を持っています。そしてこの心臓
患者さま慰問コンサートを開催しました。
自身を血液の供給を必要としており、その役目を担っているのが冠動脈で
このコンサートは、療養中の入院患者さまやそのご
冠動脈の太さは、
ストローの太さと同じくらい（およそ4㎜ほど）で、動
家族の方に対し、少しでも す。
癒し
と やすらぎ を感じ

脈硬化により冠動脈が細くなってしまうと、狭心症の発作などを起こし、完
ていただきたいとの強い気持ちから開催しています。
全に塞がると心臓の筋肉
（心筋）に血液が行かなくなる心筋梗塞という重
テノール・ソプラノの声楽と、
フルート・ピアノ演奏に

篤な症状を引き起こし、
緊急の治療が必要になります。当院は一般的な生
よる
「涙そうそう」
「
、昴」
「
、アメイジング
・グレイス」
など
理検査機器や造影検査はもちろんのこと非侵襲的に冠動脈疾患や心筋疾

の素敵な演奏が披露され、
「 四季の歌」
「
、みかんの花

患の評価が可能なＲＩ検査や64列ＣＴ検査、ＭＲＩ検査機器を備えていま

咲く丘」
を参加された皆さまが一緒に歌うなど楽しい
時間を過ごしました。
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すので、
心臓の異常を感じられたら循環器科までご相談ください。

平成27年度秋期（11月〜12月）糖尿病教室のご案内
ᚰ ၴ ᅻȊȖȅǱǻ
年間テーマ

四季使える糖尿病教室

当院では、糖尿病学会認定の専門医、糖尿病看護認定看護師、療養指導士、管理栄養士等が中心となり、
市民の皆様が日常生活の中で正しい知識をもって健康管理が行えるよう、お手伝いさせて頂いております。
毎月開催される当院の糖尿病教室を是非お役立て下さい。

◎日 時
◎場 所

秋期 11月〜12月 11時 〜 13時20分（受付は10時30分から開始）
※講師、テーマは予告なく変更する場合があります
当院3階 第一会議室・講義室

（注 1） 参加者多数の場合は、未受講者の方を優先させていただきます。（定員２０名）
（注２） 受講を取り消される場合は、必ず一週間前までにご連絡ください。 ※お車で来院し受講される方は、駐車券をお持ちになってご来場ください。

時間
11:00〜 11:20

11:20〜 11:40

11:40〜 12:00

11月10日
（火）

12月8日
（火）

糖尿病とくすり

患者体験談
意見交換会

薬剤師

「糖尿病になっても楽しく過ごす
〜体験談を通して〜
コツ！」

糖尿病の検査について
臨床検査技師

食事療法 ２
管理栄養士

循環器科部長 大中 玄彦
12:00〜 12:45

最新の多機能
心エコー機で
検査します
糖尿病食試食会

12:45〜 13:00

糖尿病看護認定看護師

食事療法 ３
管理栄養士

休 憩

患者さまの症状に応じ、
さまざまな心臓の
ミニ健康講座
13:00〜 13:20
検査を行っています。糖尿病と運動
理学療法士
代表的な心臓超音波（心エコー）ご紹介。

ミニ健康講座

糖尿病と足病変
皮膚科医師

主
催：高槻赤十字病院
受 講 料：お食事代実費800円
（税込）
を当日に頂きます。 つり銭のないようにご準備ください。
※
申込書にご記入のうえ、医療社会事業部社会課までご持参下さるか、お電話にてお申込ください。
○心臓超音波
（心エコー）
〒569-1096 高槻市阿武野１丁目１番１号 072-696-0571 ( 内線 481 番 )

胸部に超音波をあてて心臓の状態を検査します。当院では心臓構造や心臓弁の形態を立体的に可視

ҙƝ๏ໂƚ๑Ƥ༺

化できる高性能の超音波画像診断装置を用い経験豊富な技師が検査（心エコー）を行います。また、診

療所・クリニックの先生から依頼があれば当院で経食道心エコー（心房細動の血栓検索など）や運動負

ᓟ⊒ක⮎ຠࠍߏሽߓߢߔ߆㧩

荷心エコー
（労作時の息切れなど）
も行いますのでまずはお近くのかかりつけ医にご相談ください。

⮎ㇱޓㅢጊ↱ޓ㚅
○64列MDCTによる心臓CT検査
（カテーテルを使用しない冠動脈造影検査）
⊝ޓ᭽ߪᓟ⊒ක⮎ຠ
㧒ࠫࠚࡀ࠶ࠢක⮎ຠ㧓
ߣ߁⸒⪲ࠍߏሽ⍮ߢߔ߆㧩

心臓CT検査により冠動脈の狭くなった部分や塞がっている部分をカテーテルの使用なしに短時間で
ޓᓟ⊒ක⮎ຠߪᣂߒߊ㐿⊒ߐࠇߚක⮎ຠ వ⊒ක⮎ຠ ߩ․⸵߇ಾࠇߚᓟߦㅧߐࠇޔ
ޟవ

検査を行っています。
この検査で異常が見つかれば更なるカテーテルによる精査
・インターベンション治
⊒ක⮎ຠߣหߓലᚑಽࠍห㊂ߺޔ
ห╬ߩല⢻߿ലᨐ߇ᓧࠄࠇࠆޠ
ߣ࿖߇ߚක⮎ຠ

療を行っています。
ߩߎߣߢߔޕᄖ᧪ߢߪޔ㒮ᄖಣᣇ▐ߩޟᓟ⊒ක⮎ຠᄌᦝਇนޠᰣߦකᏧߩࠨࠗࡦ߇ߥ႐
ว⺞ޔ⮎ዪ⮎Ꮷߣߩ⋧⺣ߦࠃࠅᓟ⊒ක⮎ຠߩઃࠍฃߌࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߔޕ

ޓవ⊒ක⮎ຠߩ㐿⊒ߦߪᄙߊߩᐕߣ⾌↪߇߆߆ࠆߚଔᩰ߇㜞ߊߥࠅ߹ߔ߇ޔᓟ⊒ක
○心臓リハビリテーション

⮎ຠߢߪߘࠇࠄ߇ᛥ߃ࠄࠇࠆߩߢଔᩰ߇ߊޔ
⥄Ꮖ⽶ᜂ㗵߿࿖ߩක≮⾌ࠍᛥ߃ࠆߎߣ߇
なんでリハビリが関係するの、
整形外科じゃないの?と思う方もおられるのではないでしょうか。
じつは

ߢ߈߹ߔޕ
心不全・狭心症・心筋梗塞等の入院患者さんは、
心臓の働きが低下しています。心臓リハビリテーションと

ޔߚ߹ޓᓟ⊒ක⮎ຠߩਛߦߪޔ
ᄢ߈ߐ߿߅ߊߔࠅߩᒻ⁁ࠍᄌᦝߒߡࠃࠅ㘶ߺ߿ߔߊᡷༀ
は心臓病の患者さんが低下した体力を回復して、
心臓病の再発防止と退院後の生活改善を目標としてい
ߐࠇߚ߽ߩ߽ࠅ↪ޔਛߩవ⊒ක⮎ຠ߇⧰ߊߡ㘶ߺߦߊߣߞߚᖠߺ߇⸃ᶖߐࠇࠆ
ます。
当院では多職種による包括的アプローチを実施しています。
ߎߣ߽ࠅ߹ߔޕ

ޔ߅ߥޓᓟ⊒ක⮎ຠ߇⊒ᄁߐࠇߡߥ႐ว߿කᏧ߇వ⊒ක⮎ຠࠍᜰቯߒߡࠆ╬ޔᓟ⊒
他にも心臓カテーテル検査や冠動脈インターベンション治療
（血管にカテーテルという細い管を入れ
ක⮎ຠࠍㆬ߱ߎߣ߇ߢ߈ߥ႐ว߽ࠅ߹ߔߩߢޔᓟ⊒ක⮎ຠࠍᏗᦸߐࠇࠆ㓙ߦߪකᏧ

てステントやバルーンで狭くなった血管を広げる治療法）、ペースメーカー治療など様々な治療を行って
߿⮎Ꮷߦߏ⋧⺣ߊߛߐޕ

います。詳しくは当院の循環器科外来でご相談ください。
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߅ߔߔ
ࠪࡇ

᧚ᢱ 㧒 ੱಽ㧓

#

ࠣ
߃ߩ߈ࡂࡦࡃ
߈ߩߎߣ↢ᆗߩ
ࡊ
ࠬࠞࡐࠞࡐޓޓޓ
ࠨ࠳ޓᨐ‛

㧦߃ߩ߈ࡂࡦࡃࠣ㧨

㧦߈ߩߎߣ↢ᆗߩࡐࠞࡐࠞࠬࡊ㧨

㧦ࠨ࠳㧨

えのき
鶏ミンチ（胸）
卵
和風だしの素
塩
こしょう
サラダ油
ベビーリーフ
プチトマト
だしわりぽん酢

しいたけ（干）
ぶなしめじ
若布（干）
しょうが
白ねぎ
塩
中華風だし
濃口醤油
こしょう

きゅうり
40ｇ
ぶなしめじ
20ｇ
ひじき（干）
1ｇ
青じそドレッシング 5ｇ
米酢
1ｇ
ごま油
0.5ｇ

80ｇ
40ｇ
10ｇ
2ｇ
0.5ｇ
0.1ｇ
2ｇ
25ｇ
10ｇ
5ml

2ｇ
20ｇ
1ｇ
2.5ｇ
3ｇ
0.2ｇ
0.5ｇ
2.0ｇ
0.1g

ࠅᣇ

Ԙ߃ߩ߈ߪEOߩ㐳ߐߦಾࠆޕ
ԙ㩖㩦㨸㩡ߦ=#?ࠍోߡࠇࠄ߆߈ߩ߃ޔ
 ޓ᳓ಽ߇ߢߡߊ⦟ߢ߹ࠆ߹ߣ߹ޔߨࠆޕ
Ԛ᷷ߚ㩔㩟㨺㩒㩧㩥ߦᴤࠍ߭߈ޔዊ್⁁ߦᒻࠍᢛ߃ߚԙ
ࠍ ޓߊޕਔ㕙ࠍ⦡ࠃߊ߈ޔਛᄩߦਠࠍೝߒߡ⡺᳝
߇ޓޓỘߞߡߥߎߣࠍ⏕߆ߡ߈ߍࠆޕ
ޓޓ㧒ടᾲࠍ㨽㨸㩔㩦㩥ߢⴕ߁ߣޔᴤߩ㊂ࠍᷫࠄߔߎߣ߇ߢ
ޕߔ߹߈ޓޓ㧓
ԛԚࠍ⋁ߦ⋓ࠅઃߌޔ㩕㩦㩓㩦㨸㩠㨸㩔㨭㩔㩧㩉㩌㩗㩌ࠍᷝ߃ࠆޕ
߅ޓޓᅢߺߢߛߒࠊࠅ߸ࠎ㈶ࠍ߆ߌߡ㗂ߊޕ
エネルギー 457kcal
81.3g
炭水化物
20.0g
たんぱく質

えのき

脂質
塩分
食物繊維

8.1ｇ
2.0ｇ
7.9ｇ

キシメジ科に属し、人工栽培によって一年を通して手に入れやすい、日本で最も多く生産されているきのこで
す。食物繊維や、うまみ成分であるイノシン酸を多く含みます。
食物繊維は水溶性食物繊維と不溶性食物繊維に分けられます。水溶性食物繊維は体内の余分な糖分、脂質、
ナトリウムなどを吸着して体外に排泄することで血糖上昇を抑える働きがあり、不溶性食物繊維は胃や腸で水
分を吸って膨らみ、便通を整えます。
食物繊維の一日の摂取目標量は摂取エネルギー1000kcalあたり10ｇが目安となっています。しかし、実際
の日本人の食物繊維の摂取量では不足となることが多い栄養素です。
きのこ･野菜・海藻･豆類などを上手に取り入れて食物繊維をしっかり摂ることを心掛けましょう。
（参考文献

糖尿病食事療法のための食品交換表第７版）

フェイスブックはじめました。
ぜひご覧ください。 Facebookは病院ホームページ及び
URL:https://www.facebook.com/takatsuki.rc.hospから閲覧出来ます。

高槻赤十字病院の理念

高槻赤十字病院の方針

私たちは人道・博愛の赤十字精神に基づき、

1. 患者さまの人権と意思を尊重し、患者さま中心の医療をおこないます。

病院となるよう努めます。

3. 患者さまのホームドクターと緊密に連携し、地域で完結する医療をおこないます。

高度で安全な医療を提供し、地域の人々が誇りにする

2. 一人ひとりの患者さまを全職員が支援する、チーム医療をおこないます。
4. 常に向上心と研究心を持ち、最高最善の医療が実現できるように努めます。
5. 健全な病院経営と地域に貢献できる医療従事者の育成に努めます。
6. 災害救護活動をはじめとする赤十字に課せられた使命を果たします。

〒569 1096 大阪府高槻市阿武野１ １ １
TEL 072 696 0571
（代表）
URL：http://www.takatsuki.jrc.or.jp
mail：trc@takatsuki.jrc.or.jp
発行責任者 事務部長 神谷 尚孝
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