
◎ JR 東海道線「南草津」駅下車　徒歩 15 分
◎近江鉄道バス・帝産バス「東矢倉南」バス停下車　徒歩 1 分
◎タクシー／JR「南草津」駅から約 5 分　JR「草津」駅から約 15 分
◎乗用車／［栗東方面行］京滋バイパス「東矢倉南」交差点右折後すぐ　［瀬田方面行き］京滋バイパス「東矢倉南」交差点左折後すぐ

受付時間：平日 AM8:00 〜 11：30 ／PM16:00 〜 19：30
　　　　　土曜 AM8:00 〜 11：30 のみ

近江草津徳洲会病院ロゴデザイン

近江草津徳洲会病院広報誌 「かがやき」

県の木「もみじ」 、郷土の花「しゃくなげ」 、県の鳥「かいつぶり」、「地域の人々」 、「琵
琶湖の水」、そして「徳洲会のロゴ」をあしらい、自然豊かな滋賀県を、木をモチー
フにあらわしました。「徳洲会のロゴ」の鳥がー羽その木にとまることで、滋賀県に
おける地域医療の 1 ピースとして存在したいことを表現しています。

ご自由に
お持ち帰りください

vol.27
2016

手外科について特集記事

TEL：077-516-2757（直通）
FAX：077-516-2758

月曜日～金曜日　9：00 ～19：00
土曜日　　　　　9：00 ～12：30

（日祝日及び12/31～1/3は休業）

※上記以外の時間帯での救急患者様の紹介につきましては、代表電話 077-567-3610 にて対応させていただきます。

●予約およびお問い合わせ ●受付時間

ご紹介いただきました患者さまの結果につきましては、来院報告及び受診結果・
検査結果をFAXまたは郵送にてご報告いたします。

地域医療連携室よりお知らせ
患者さまの紹介手順について

予約当日

紹介元医療機関

地域医療連携室 TEL 077-516-2757（直通）
FAX 077-516-2758　

地域医療連携室直通電話
もしくは FAXにてお申し
込みください。 予約日時設定の調整を

行い、ご連絡いたします。

紹介状・予約票・保険証を
ご提出ください。紹介患者さま １階総合受付横 地域医療連携室
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手外科について

　今回は整形外科の中でも私が特に専門とする
手外科についてのお話をさせていただきます。
　手は上肢の末端に存在する、からだ全体から
すると小さな 部 位 にしか 過 ぎ ません が、物 を
持つ・食事をする・服を着る・整容を行うなど日常
生活の基本動作のみならず、字を書く・パソコンの
キーボードを打つ・携帯電話を操作する、更には
楽器を演奏する・スポーツを行うなど人間の生活
動作において不可欠の器官で、毎日の生活の中で
常に使用している部位です。しかし、それはほぼ
無意識的に使用しているため普段はその重要性を
認識することはまずありませんが、一旦手の機能が
障害されると、途端に生活が不便になってしまい
ます。指先のちょっとした怪我をした時に、医師
から濡らさないように指 示され、入浴や洗 顔・
整 容 などで不 便な思いをした 経 験のある方も
おられるかもしれません。手の大きな障害を負う
と、仕事や家事にも支障を来すばかりか、衣服の
着脱や歯磨き、更には排尿・排便後の処理などが
困難となり、精神的にも大きな負担となることがあ
ります。健康な時には、たかが手の病気くらいた
いしたことないと思われるかもしれませんが、手に
障害を来してはじめてその不便さや苦痛の大きさ
に驚かれる方も多くおられます。上肢の残りの部分
（肩や腕・肘など）は、この重要な手の機能をより
よく発揮するための連結部にしか過ぎないとも言
われるくらい、手はヒトという生き物が人間らしく
生きるために不可欠の器官です。
　手は小さい器官ではありますがその中に骨や
腱・筋肉・神経・血管・靱帯などが精緻な構造で密集
しており、診療に当たってはその解剖学的な構造・
機能を熟知していることは当然として、通常の整
形外科技術に加えて手外科特有の特殊な技術が
必要となります。特に手術治療の際には、皮膚の
切開線の入れ方に始まり、剥離のしかたや縫合の
しかた1つとっても整形外科の他分野や他科では
必要とされない知識や技術を要します。手の不調

を感じた際には是非、手外科を専門とする医師を
受診されることをお勧めします。
　手の疾患には様々なものがありますが、指の屈
伸時にひっかかるような感じがして痛むばね指や、
指のしびれ痛み（特に夜間）を来す手根管症候群、
指の第1関節が腫れて痛む変形性関節症（へバー
デン結節と呼ばれることもあります）などは非常
に多く見られます。これらよりは頻度が落ちます
が、手首の痛みを生じるＴＦＣＣ損傷やドケルバン
腱鞘炎、親指の付け根が痛むＣＭ関節症、手の
ひらにこぶのようなものができて指が伸ばしにくく
なるデュプイトラン拘縮など手外科の疾患は多岐
にわたります。
　精密な器官である手は、素人判断や我流の治
療でより悪くなってしまうこともありますが、その
逆に、手外科医のちょっとした指導のみでかなり
症状が改善したり、病気の進行を遅らせたりする
ことができることもあります。痛みやしびれ・動か
しにくい・変形している等気になることがあれば、
「こんな些 細なことで」と思われず、是非一度
お気軽にご相談ください。

医療法人徳洲会
近江草津徳洲会病院
整形外科　

医長 上羽  宏明

来歴

平成14年に国立滋賀医科大学卒業後、滋賀医大付属病院・
倉敷中央病院などで手外科を含む整形外科全般の研修を受
けた後、米国ミネソタ州メイヨークリニック・米国ニューヨー
ク市コロンビア大学に手外科フェローとして留学後、滋賀医
大付属病院にて勤務。
平成24年4月から当院に赴任し、現在に至る。

平成22年3月
日本整形外科学会認定専門医
を取得

平成28年4月
日本手外科学会認定専門医を
取得

出張医療講演のご案内
出張での医療講演も無料にて行っています。お気軽にご利用ください。

（各自治会館・集会所・学校・幼稚園・各施設・企業…など）

【参考講演内容】
●生活習慣病予防
●子供の各予防接種について
●腰痛のお話（腰痛体操を含む）
●命に関わる危険な熱中症について

●乳幼児の健康管理について
●各放射線検査について
●高齢者の食生活について
●血液サラサラ食生活！

●ＰＥＴ検査ってな～に？
●人間ドックで何がわかるの？
●知っておきたい子供の病気
●薬の正しい知識と飲み方

●睡眠時無呼吸症候群の検査について
●寝たきり予防のお話し（骨折）
●知って得する各放射線検査について
（上記以外にもございます）

★講演内容につきましては、事前に担当者が打合せさせていただきます。

近江草津徳洲会病院では、地域の病院として皆様に親しまれる病院づくりをめざしています。
皆様の日常生活がよりよく健康で、充実した毎日でいられるようなテーマで医療講演を無料で行なっております。

〒525-0054　滋賀県草津市東矢倉3丁目34-52
TEL 077－567－3610　FAX 077－567－3650
http:www.oumi-kusatsu-hp.jp
Eメール oumi-c@oumi-kusatsu-hp.jp 担当　総務課 内藤

お 問 い 合 わ せ

出張医療講演
知っておきたい薬の話

　20数名の高齢者の方が参加されました。
　参加された方は、お元気な方ばかりでしたが、皆さん
血圧等何らかのお薬を服用されている方のようですごく
熱心に聴いていただけました。
　最後に質疑応答を行いました。「本当は、病院や医院で薬を
頂く時に、詳しく聞きたい事が有るけども先生や薬剤師さんが
忙しそうなので質問がしにくい」との声がありましたので、
薬の飲み合わせ　薬の飲み忘れの時　市販薬との
違い　院外薬局　ジェネリック薬品　薬の副作用
など、わかりやすく丁寧に回答することで、皆さんに大変
喜んで頂けました。
　薬に対する理解を1人でも多くの人に伝える事が薬剤
師の仕事だと思っています。

先日、草津市野路東の小野山自治会主催の依頼講演を
自治会館にて約1時間開催いたしました。

近江草津徳洲会病院
薬剤部副薬局長

村上　豊
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病院紹介
第7回

連載

病院紹介
第8回

連載

心臓リハビリテーションって？
　心大血管術後に一日も早く快適な生活や自宅に戻り、
さらに再発を予防する事を目指す包括的なプログラム
です。医師・看護師・理学療法士を中心に様々な専門職
がチームを組み、再発による寿命の短縮予防と患者
さんの自立と生活の質の向上を援助していきます。

運動による効果って？
①運動能力が増加し楽に動ける

②動脈硬化の原因となる危険因子（血圧や血糖値など）
を是正

③血管が自分で広がる能力（血管内皮機能）が改善し
血管内に血栓が出来にくくなる

④動脈硬化が進みにくくなり、進んだ動脈硬化が改善

⑤狭心症の症状は軽くなり、心筋梗塞の再発が減少

⑥心不全の症状は軽くなり心不全増悪による再入院や
死亡率が減少

⑦不整脈や突然死が減少

⑧自立神経が安定しストレスが軽減

⑨心疾患が原因の不安やうつ状態が改善

運動を継続すると…
生存率を上げることができる！！
　1956年、急性心筋梗塞後のリハビリテーション
について積極的運動療法を提唱し1978年にその長
期的予後を検討し、運動療法の指導を遵守した患
者において生存率がそうでない患者に比べて有意に
低いことを示した。
（木村　登：心臓障害に対する医学的対応・健康推進と科学増進

科学へのアプローチ　不眛堂出版　東京 1978　161-170）

私たちの思い
　当院では 2015年 8月より心臓リハビリテーションを
開設しました。心臓リハビリテーションの最大の目
的は心不全などによる再入院や死亡率を下げる事に
あります。その為には入院中はもちろん、退院後に
継続して運動を行う事が大切です。また運動を行う際
の運動強度や生活の中での不安軽減に努め、個別に
運動方法を指導し皆様の健康をサポートします。

　放射線科では多種多様の医療機器および検査
技術を用いて画像を描出し、放射線専門医が画像
診断をして診察の場に報告しています。
　当院が行っている検査項目として、一般撮影・ＣＴ・
ＭＲＩ・X線 TV（胃透視、注腸等）・乳房撮影・血管
造影・骨塩定量・PET検査などがあります。一部簡単に
御紹介致します

【一般撮影（レントゲン）】
　X線を利用して胸部（肺や気管など）、腹部（ガスや
結石など）、骨や関節の状態を知ることができます。

【ＣＴ装置】
　X線を利用して身体の内部を輪切りにした画像を
撮ることが出来ます。
　輪切りで得たデータを再構成することで、いろいろ
な角度の断面を観察することも可能です。
また、最新の320列CTの導入により、撮影時間の
短縮、造影剤の使用量や被ばく線量の低減が可能と
なり、以前は難しいとされた心臓の高画質な画像を
臨床の場に提供することが可能となりました。

【MRI（磁気共鳴画像）装置】
　X線を使用せず、非常に強い磁石と電波を利用して
体の内部の状態を検査します。このことによりX線被曝
することなく検査できます。検査中は非常に大きな音が
鳴ります。

【PET検査】
　FDGというブドウ糖に似せた薬剤を体内に注射し、
薬剤ががん細胞に集まるところを画像化する検査
です。正常細胞より3～8倍も多くブドウ糖を摂取する
がん細胞の特性を利用した検査法です。所要時間は
約2時間。人間ドックも行っています。

　このように放射線科では多様な機器を扱っており、
それぞれの専門的な知識が求められるようになりました。
　質の高い画像や読影レポートを診察の場にお返し
することが患者様の効果的な治療につながるため、
責任の重さとともにやりがいを感じております。
　特にMRI検査は、他のMRI保有施設でも順番待ち
になることが多い検査です。
　当院では、撮影枠を平日夜19時30分まで用意して
おり、地域医療に貢献できるよう心がけております。
　被ばくのことや、検査に対する疑問、不安な点が
ありましたらどうぞお気軽にスタッフに声をおかけ
ください。いつでもご相談に乗らせていただきます。

心臓リハビリテーション
～最大の目的は再増悪・再入院の防止～

放射線科

胸部レントゲン（肺がん）

腰椎　椎間板ヘルニア

声帯癌　PET 画像 CT 画像 CT・PET合成画像

子宮筋腫 MRCP 画像（胆のう・胆管）

心臓バイパス手術後　３DCT 画像

手関節　骨折

冠動脈　CT

正面 側面

理学療法士
髙木 真里子さん

作業療法士 主任
廣田 智久さん

動作が楽になり快適な生活
を過ごせる時間（健康寿命）
を伸ばします！！
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リハ栄養フォーラムに参加して

気持ちよく仕事をするためには笑顔が必要 入職から 1 年を経て考えること

４階東病棟
看護師
松村 美穂さん

　私がこの近江草津徳洲会病院にお世話になり
はじめて 1 年と少しがたちました。
　私は大の人見知りではじめのうちは必要以外
一言も発することが出来ないほど緊張していま
した。
　そんな私が今こうして働いていられるのは
病棟の雰囲気、なによりその雰囲気を作り出
しているスタッフ 1 人 1 人のおかげだと思って
います。4 東病棟のスタッフは多忙の中でも何
かをたずねた時、その相手にちゃんと視線を
向けて聞いてくれます。また、常に「○○さん
いけてるかな？」「○○さん大丈夫？私がしよ
うか？｣ ｢私○○行きますから○○お願いでき
ますか？｣ などの声のかけあいがあります。
　相手に視線を向ける、相手を気づかい声を
かける。
　忙しい中でつい忘れてしまいがちな事を

あたり前のようにしています。
　相手にちゃんと視線を向けて聞くという姿勢
は看護をする上でも大切で実際、目をしっかり
見て毎日声かけをすることで、表情が乏しかった
患者さんが笑顔で声を発するということもあり
ました。
　また、声をかけあうという事はチームで仕事
をする中ではとても重要な事で、自分が何を
しているのかを声に出し他のスタッフに伝える
事で重複してしまったり、やり忘れなどのミス
防止になりますし、声をかけることで “ 気にか
けてもらっている”“ 困った時は助けてもらえる”
という安心感が得られます。
　この大切な 2 点をこの病棟にきて改めて考
えることができました。これらの事を忘れず、
これからも病棟スタッフと協力し看護をして
いこうと思います。

　今日は今年の 5 月２４日に大阪で開催され
た「リハ栄養フォーラム」に参加してきたので、
そのことについてお話したいと思います。
　このフォーラムを主催したのは「日本リハビリ
テーション栄養研究会」という団体で、平成
23年より発足し、リハビリテーション栄養を
管理栄養士のみではなく、ＰＴ（理学療法士）、
ＯＴ（作業療法士）、ＳＴ（言語聴覚士）や医師、
歯科医師、看護師、歯科衛生士などの多職種
で 考え、 学び、 実 践 することを目的にして
います。2014年11月時点で会員数は4194人で
職種別に見ると、ＰＴ（理学療法士）が最も
多く、次いで管理栄養士、ＳＴ（言語聴覚士）の
順となっています。
　今回のフォーラムには定員数の 320 人参加
しており、申し込み多数のため参加できない
方もいたようです。
　私自身、リハビリテーション栄養という言

葉を知ったのは最近のことで、今まで臨床に
携わりながら患者様の栄養状態に目を向ける
ことはほとんどありませんでした。
　また、現在、言語聴覚士の養成校で栄養に
ついて学ぶ機会は無く、臨床に出た後、栄養
に関しての知識が必要だと認識しなければ、
栄養について知ることがないままリハビリを
進めることになってしまいます。
　今回このフォーラムに参加し、リハビリ栄養
の概念をはじめ、低栄養の評価や原因、栄養
状態に合わせたリハビリの目標の立て方などを
学ぶことができました。
　日々の業務の中でＮＳＴ※回診や嚥下評価、
訓練を通じて低栄養の患者様に関わることが
多いため今回学んだことを生かして適切な栄
養管理を行いながらよりよいリハビリを提供
できるように努力していきたいと思います。

　 私 が日々心 がけている事 は、 仕事でも、
プライベートでも人と関わる時には 笑 顔で
接する事です。自分が１年目の時、毎日仕事が
つらく、先輩もこわくて全く余裕がありません
でした。笑顔が大事だとわかっていても先輩
の前になると萎縮してしまい、無表情になり、
余計に先輩を怒らせるという、負のサイクルに
はまっていました。
　それでも、患者さんの前では自然と笑顔に
なれました。なぜなら訪室すると患者さんは
みんな笑顔で迎えてくれるからです。
　患者さんは「あんたはいつも笑顔やし話し
かけやすいわ。」と言ってくれました。
　今から思えば、新人の私を思いやって励ま
してくれていたのかもしれませんが、とても
嬉しかったことを覚えています。そして笑顔に
なれることで、気 持ちが晴れている自分に
気づく事ができ救われました。そして、患者

さんが要望をためらうような表情では、患者
の希望する看護を叶えてあげられないと感じ
ました。
　スタッフ間でも同じことだと思います。お互い
が話しやすく、気持ちよく仕事をするためには
笑顔が必要だと思っています。
　人間は、鏡のようなもので、自分が怒った
顔をすると相手も表情が悪くなり、嫌な気持ち
になりますが、笑顔で接すると、自然と笑顔に
なり明るくなれます。
　表情にも色々ありますが、その中でも笑顔は、
年齢、上下関係なく相手を少しでも幸せにで
きる誰 でも持っているものだと私は 思って
います。
これからも、自分の周りに笑顔が増えるよう
に患者さんはもちろん、患者さんのご家族、
スタッフにも笑顔で接していきたいと思います。

Ｑ1 簡単な自己紹介をお願いします。
　平成27年11月より総合診療科で診察しております。
　動物が好きで犬やウサギ、ウーパールーパーなどたくさん動物を飼っています。

Ｑ2 休日の過ごし方は？
　休日にはよく犬の散歩をしています。

Ｑ3 地域の皆様への一言メッセージをお願いします。
　健康上のお悩みがあれば、いつでも相談に来てください。

Ｑ4 医師を目指すようになったきっかけは？
　何か人の役に立ちたいと考え医師を志しました。

Ｑ5 今後の抱負をお聞かせください。
　長年、老年科（糖尿病や高血圧症といった慢性疾患）に携わって
　まいりました。
　これまでの経験を生かし、この地域の皆様方の健康維持に
　役立てるように尽力してまいります。

朝のスピーチとは…。当院では毎朝の朝礼時、スタッフの代表者が医療に対する思いから
自身の趣味まで自由にスピーチを述べています。その一部を皆様にご紹介させていた
だきます。朝のスピーチ

リハビリテーション科 副主任
言語聴覚士
澤井 奈津子さん

４階東病棟
看護師
磯谷 麻衣さん

総合診療科　医長
加藤 卓司先生

※NST（Nutrition Support Team＝栄養サポートチーム）
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