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巻 頭 言
—

こうかんクリニック院長

【特定疾患とは】
厚生労働省がいう特定疾患とは難病の一部を指します。
昭和 47 年（1972 年）当時の厚生省は難病対策要綱を発

ま し た（www.nanfes.jp）。
その他、潰瘍性大腸炎やク
ローン病患者さんの支援の

表しました。難病とは一般には不治の病と言われたもので

た め に CCFJ と い う NPO

すが、時代と共に、医療の発達と共にその中に含まれる病

があります (www.ccfj.jp)。

気は変遷してきました。昭和 47 年の要綱では、①原因が
不明で、治療方針が未確定であり、かつ病気による後遺症
を残すおそれが少なくない疾患、②経過が慢性にわたり、

【患者さんにとって画期的な
治療法の開発が望まれます】
しかし、患者さんの数が

単に経済的問題のみならず介護など著しく人手を要するた

少ないと商業的な製薬業界

めに家族の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾患

はなかなか開発に腰を上げてくれません。しかし、世界

と定義されておりましたが、患者さんの数が少ない（希少

には稀な疾患に対して新しい薬を開発しようとするベン

性）ことも考慮しております。したがって、難病でも関節

チャー企業はあります。日本では薬の開発には市場に出る

リウマチは患者さんが本邦では 50 万人程度おりますので、

前に治験が行われますが、多くの患者さんを治験しないと

特定疾患に入っておりません。
対策事業は① 130 疾患の調査研究の推進（難治性疾患
克服研究事業）
、すなわち疫学調査、診断法や治療法の確

薬は市場に出る許可は出ませんが、希少な疾患にはオー
ファンドラックとして治験の数が少なくても許可される制
度があります。

立、病態解明などの研究、②医療施設のなどの整備（重症

私は大学病院時代、昭和 47 年から厚生省の難治性疾患

難病患者拠点・協力病院整備、③地域における保健・医療

克服研究事業の潰瘍性大腸炎やクローン病の研究に携り、

福祉の充実・連携（難病特別対策推進事業など、各区役

また十数年厚生労働省の特定疾患対策懇談会委員を務めて

所・保健所などにおける難病に関する相談）
、④ QOL の向

まいりました。潰瘍性大腸炎は昭和の時代は不治の病気と

上を目指した福祉施策の推進（難病患者等居宅生活支援事

考えられておりましたが、新しい治療法で 70％の患者さ

業）などから成っております。その他、研究奨励分野には

んは寛解（病気が軽症になる、症状がなくなる）の状態に

234 疾患があります。

なる時代になりました。また、クローン病も抗 TNF α抗

【どのような疾患の患者さんが多いのでしょうか？】
一番多い疾患は潰瘍性大腸炎が約 12 万人、パーキン

体で症状が収まる人が出てきました。これはマウスなどの
実験腸炎や患者さんから許可を得た検体の病態研究から、

ソン病が約 10 万人（中程度以上の人のみ認定されるの

TNF αなどの様々な炎症を起こす物質が解明され、それを

で、患者さんの数はもっと多い）
、全身性エリテマトーデ

抑える治療法が開発されて、治験を得て人々の病気の治療

ス（SLE）約 5 万人、強皮症などの皮膚疾患約 4 万人、ク

に使われるようになったのです。それには 20 年以上の年

ローン病約 3 万人、網膜色素変性症約 2.5 万人などです。

月を要しました。

その他特定疾患に認定されていない難病が多数あります。
難病を抱えている患者さんやその家族は NPO（特定非営

【謙虚に自然に対応すること】
結核はワクスマン博士がストレプトマイシンを発見する

利活動法人）を結成したり、患者さんの集まり（患者会）

までは不治の病として恐れられ、肺結核を肺浸潤と呼んで

を開催したり、小冊子を作って難病を克服しようとしてお

いた時代がありました。科学が進歩すると難病という言葉

ります。さらに、厚生労働省の難病研究班は各地で市民向

が次第に過去の言葉になる時代が来るかもしれませんが、

けの講演会を開催しております。また、難病や障害のある

残念ながら原因不明な疾患が数多くあり、同様に細菌やウ

人もない人も尊重し合い楽しく暮らせる社会を目指す活動

イルス感染症は過去の病気になるのではないかと考えられ

グループに一般社団法人ナンフェスという団体があり、難

た時もありましたが、細菌やウイルスの遺伝子の変異によ

病などの患者さんとボランティアが共同で運動・ゲーム・

る新興感染症がまた世界を恐れさしております。人間は動

ダンスなどをする大会「ウォーク＆ランフェスター難病と

物であることを忘れずに、適切な食事の摂取と適度な運動

取り組む仲間とともに」を年 1 回企画しており、味の素ス

をして、謙虚に自然に対応することが肝要と思われます。

タジアムや学芸大学小金井キャンパスで過去 4 回開かれ
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平 成 24 年度 日本看護 協 会 長 表 彰 に て
6 月 22 日、日本看護協会の通常総会が、全国から約 3,000 人の会員を集めて二日間に
渡り幕張メッセ（千葉）で開催され、その中で当院田中龍子看護部長兼副院長が「日本看護
協会長表彰」を受賞しました。
これは、永年看護業務に身を置き尽力してきた功績を持つ看護師に贈られるもので、
田中看護部長も看護師の育成や協会活動の実績が認められたものです。
〈受賞の言葉〉
この表彰を受ける事ができたのは、真摯に看護に励む当院看護師全員の支えがあっての
賜で、当院の看護が評価されたことと受け止めており、大変誇りに思います。また、今ま
で携わった全ての皆さま方に深くお礼を申し上げます。今後とも宜しくお願い申し上げます。

田中看護部長

鈴木院長からも「おめでとうございます」

高齢者施設との連携も密に
老人ホーム・グループホーム・デイサービスをはじめとして、高齢者の方々を対象
とした施設は多岐に渡り、それらに従事する方々もまた数多くいらっしゃいます。
これら施設と病院は綿密な関係であるにも関わらず、情報交流の機会は限られており、
当院でも日頃から看護師をはじめ多くの職員が課題と考えていました。
そして、
「当院をより深く理解してもらい、便利に使っていただこう！」
「施設職員
の皆さんの日常の業務に役立つお話ができたら」そんな想いが大きく膨らみ、近隣の
高齢者施設職員の皆さんに向けた『こうかん地域連携ケアカンファレンス』の開催が
決定したのです。
当初、まずは一回開催の予定でしたが、予想以上に反響が大きく、会場の当院講
堂では収まりきれず、二回に分けての開催となりました。
参加者はケアマネージャーさんやヘルパーさんを中心に、なんと 145 名！講演は２
回とも立錐の余地もないほどの賑わい。講演の内容も参加者の皆さんにご満足いた
だけた様子で、継続的開催を望む声が大多数でした。
互いに深く知ることが、施設を利用する方々にもしもの
事があった時に何より役立ちます。
今後も継続的に開催し、
地域の医療連携に務めて参ります。

地域連携部長吉岡医師
からごあいさつ

水ノ上看護師

庄田看護師

竹岡管理栄養士

第1回（7/11）
・第2回（8/17）こうかん地域連携ケアカンファレンス
座長 宇山美紀（こうかん訪問看護 St 所長）
講演
「褥瘡はなぜできる？」水ノ上由香（皮膚・排泄認定看護師）
「褥瘡予防のための栄養管理について」竹岡千尋（管理栄養士）
「当院地域連携室の役割と利用のしかた」庄田幸子
（地域連携室看護師）
共催：
（株）
クリエイトS D

満員の会場
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がん骨転移の痛みは治療できる！「メタストロン注治療」を開始しました
がんは骨に転移するの？
悪性腫瘍からがん細胞が離
れ、血液やリンパ液の流れに
乗って遠くの臓器やリンパ節
に流れ着き、そこで増殖をは
じめることで転移は起こりま
す。骨は転移しやすい臓器の
ひとつで、すべての悪性腫瘍
の約半数に骨転移が生じると
いわれています。
中 で も 前 立 腺 が ん、 乳 が
ん、腎臓がんなどで多くみら
れます。

骨転移が起こりやすい場所はあるの？

がんの種類によって異なりますが、主に下の図の
ような部位に見られます。

肩甲骨

痛みによって活動を制限された
り、夜眠れなくなったり、痛み
が強く寝たきりなったりするこ
とも。精神的・社会的な苦痛に
もつながります。

肋骨
脊椎
手や脚の骨

なぜ痛むの？

骨転移で痛みが生じる原因は、次のように考えられ
ています。
● が
 ん細胞から、痛みや炎症のもととなる刺激物質
が生成される
● 大
 きくなった悪性腫瘍が、骨の神経を刺激する
● 骨転移した部分で酸性が強まり、刺激となる
● 骨
 の代謝のバランスがくずれる

ご存じですか？

胸骨

骨盤

骨転移の痛みは治療でコントロールできます

［鎮痛剤］

非ステロイド性消炎鎮痛剤（NSAIDs ＝エヌセイズ）とオピオイド（麻薬性鎮痛剤）
を用います。症状をみながら、薬の量を増減したり、薬自体の種類（強さ）を変えたり
して、痛みを抑制していきます。

［ビスホスホネート製剤］

骨転移のある部分に作用して、進行を遅らせる効果のある注射薬です。
骨転移に伴う症状の出現を遅らせたり、減少させたりする効果があります。

［放射線照射］

骨転移のある部分に放射線を照射し、がん細胞の病勢を抑えることで鎮痛作用を発揮
します。全身状態や症状にあわせ、放射線の量や治療間隔を決めていきます。

［メタストロン注による治療］

放射線を出す性質を持つ元素を放射性同位元素（アイソトープ）と呼びます。アイソトープの一種であるス
トロンチウム 89 は、カルシウムとよく似た性質があり、体内に注射すると骨に集まります。特に、骨転移のあ
る部分によく集まり、そこで放射線を集中的にあてることで痛みを取りのぞくことができます。
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メタストロン注（ストロンチウム 89）による治療の流れ

1

血液検査・骨転移の検査（骨シンチ
グラフィー）をする

事前に適応（病気の状態や検査結果など）を確認
し、適応の場合治療日を決定します。

＊骨シンチグラフィーとは
薬剤が骨の代謝や反応が盛んなところに集まる性質を利用し
て、骨転移や骨の炎症、骨折などを調べる検査です。

2

3

1 ～ 2 週間で痛みがやわらぎ、以後
痛みの具合を定期的に観察する

注射後の経過をみながら、2 回目の注射や他の治
療法との組み合わせなどを検討します。
メタストロン注による治療は、3 ヶ月以上の間隔
をあけて繰り返し行うことができます。

メタストロン注を注射する

メタストロン注の治療時間は 5 ～ 10 分程度です。
入院の必要はありません。
ストロンチウム 89 が骨転移部位に集まり効果を発
揮する
ストロンチウム 89 から放出されるβ線（放射線
の一種）の作用で痛みの原因が取り除かれ、痛みが
和らぎます。
ストロンチウム 89 が効くしくみ
カルシウム

Ca
Sr

Sr

β線

骨転移部

89

89

β線

Ca

β線

ストロンチウム89

ストロンチウム 89 は骨の
成分であるカルシウムと同
じように骨転移部位に集ま
りやすい性質がある。

ストロンチウム 89 からβ
線が放出され、効果を発
揮する。

「骨転移によって骨が弱くなってい
ることがありますので、痛みが無
くなっても激しい運動などは避け
ましょう」

気 になる質問
ストロンチウム 89の副作用はありますか？
ストロンチウム 89 の注射の後、白血球や血小板が注射前に比べ 20 ～ 30％程度、一時的に減少することがあります。
また、一部の患者さんで、注射 2 ～ 3 日後に一時的（2 ～ 5 日間）に痛みが強くなることがあります。

骨以外への影響はないのですか？
ストロンチウム 89 はおもに骨転移部位に集まりますが、正常な骨にもわずかに集まります。一方、骨や骨転移部位に集ま
らなかったストロンチウム 89 は速やかに尿に排出されるため、骨以外にはほとんど影響を与えません。

周囲の人への放射線の影響は？
体内ではストロンチウム 89 のβ線は平均 2mm（最大 8mm）しか飛びません。そのため、周囲の人に影響を与える危険性
はありません。

費用はどれくらいかかりますか？保険は適用されるのでしょうか？
メタストロン注の治療にかかる費用は、薬剤費や放射性同位元素内用療法管理料などで合計約 34 万円です。しかし、保険
が適用されるため、実際の自己負担額は 3 割負担の方で約 10 万円になります。また、他の医療費を含めて医療費が高額と
なってしまった場合には、自己負担限度額を超えた分が払い戻される高額療養費制度があります。
自己負担限度額などの細かい規定や条件は、年齢・収入などによって異なりますので、治療を受ける前にご相談下さい。
〈放射性同位元素内用療法管理料〉
メタストロン注治療では、医師が治療に関する説明・指導を行います。また、治療の効果や体調の変化などを継続的に管理
します。この管理にかかる費用は、注射時とその後 4 ヶ月（月 1 回 ×4）の計 5 回かかりますが、保険が適用されます（3 割
負担で１回約 5 千円）
。この期間は、白血球や血小板の減少などをしっかりと観察すること
により、安全に診療を行うことが大切です。十分に時間をかけて判断する必要があるために、
この管理料が設定されています。

まずは、泌尿器科外来を受診されるか、アイソトープ科にご相談下さい
5

患者満足度に関するアンケート調査の結果報告（2012 年）
～こうかんクリニック 編 ～
当院では『患者さんおよび職員からのサービス改善
のための意見・要望・苦情などの収集、職員の接遇に
係る研修・教育などを実施することにより患者サービ
スの向上と、より質の高い医療環境を創ること』を目
的として、サービス向上委員会を設置しています。本
委員会では活動の一環として、平成 21 年度から「入

院患者さん」
「こうかんクリニックの外来患者さん」
「鋼管病院の外来患者さん」を対象に『患者満足度調
査』を実施しております。今回は「こうかんクリニッ
クの患者さん」に伺ったアンケート結果についてご報
告します。

◉ ア ン ケート対象と人数

アンケート実施期間：2012 年 5 月 15 日（火）～ 18 日（金）

受診した診療科

年代別

内科
外科
整形外科
小児科
耳鼻咽喉科
産婦人科
泌尿器科
皮膚科
眼科
精神神経科
その他

10代

性別比

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80以上

受診した動機

女性
53％

家から近いから
他の医療機関からの紹介で
知人からの紹介で
ホームページを見て

男性
47％

146
35
27
12

評判を聞いて
25
設備機器が充実しているから 33
病院の規模で
54

医療内容への期待
建物の雰囲気
職員の雰囲気
救急搬送された

51
31
51
51

特に理由は無い
無回答

16
21

◉ 多 数 い た だいたご意見
「評価できます」
（アンケートにて 90％以上の方が「満足」
「ほぼ満足」と回答した項目）
・室内の温度・湿度設定

・室内の明るさ

・待合いスペースおよびトイレの清潔さ

・診察室の清潔さ

・プライバシーの保護

・エレベーター

・掲示物

・医師の処置や技術

・看護師の処置や技術

・看護師の説明や対応

「考えてください！」
（アンケートにて 10％以上の方が「やや不満」「不満」と回答した項目）
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・待ち時間

・売店

・診察の予約変更

・担当医の説明や対応
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・駐車場

◉ ご指摘
診療の待ち時間に
ついて

プライバシーの保護
売店について

●「予約しているのに予約時間よりも大幅に待たされるし、何分遅れという表示も当て


にならず意味がない」

●「予約の遅れについて、なぜ遅れているのかアナウンスで説明してもらいたい。音


がうるさいのならモニターに表示して欲しい」

●「初診受付で電話番号を確認する時、大きな声で確認するので周りに聞こえている」
●「前の人の診察内容が聞こえる（内科）
」
●「もう少し品揃えがあると良い」
●「高齢者が多いので、もう少し文字が大きいと良い」

掲示物について

●「会計受付で駐車券の割引の印鑑を押してもらうが、よく忘れてしまうので、受付


の前に『駐車券を忘れずに出してください』という表示をして欲しい。他の病院で
は表示がある」

●「駐車場の台数が足りない」

駐車場について

●「自転車で来る事が多いので、駐輪スペースがもう少しあるといい」
●「診察を受けた人は無料でも良いと思う」

●「車で来た時に病院の方の駐車場から歩いてくるのに雨だと大変」
●「時々態度の悪そうな先生がいる」

医師について

●「担当されるお医者様によってだいぶ異なる」

●「パソコンのモニターばかり見ていて患者の顔を見ない」

●「担当医師がいつも違うので同じ先生に診てもらいたいと思うことがある」

看護師について
受付会計

●「ここで・そちらで・何号室でとか、患者が分かるようにもう一言加えて欲しい」
●「無表情、声が小さい」

★「電話で予約がすぐに変更できたのが助かった」
★「トイレがとてもきれい」

★「看護師さんが家庭的な方たちで助かる」

感謝のご意見

★「検査室の採血の技術はピカイチで満足」

★「全体的にとても良いと思い通院している。比較的すぐ治るので、小児科はあまり


診察の判断に間違いが少ないように思う」

★「他の病院もいくつかかかっているが、こうかんクリニックが一番安心。良い先生


も多いと思う。変わらずあって欲しい」

★「整形外科医療、リハビリには大変満足している」


当院から

今回、「待ち時間」・「予約」および「駐車場」に関するご指摘を多数いただきました。
待ち時間や予約については、本年 1 月より電子カルテシステムを導入したことに伴い、医師のパソコン入力に費や
す時間が増えたことが大きな要因と考えられます。本来は患者さんの診療の利便性を向上させるためのものにも関わ
らず、患者さん方にご不便を強いてしまっておりますが、導入当初より医師の入力作業効率は改善されており、また
医師事務補助作業室を新設し、これら業務の改善に努めております。
駐車場に関しては、こちらも本年より外部業者に一括委託し、カードや高額紙幣にてのお支払いに対応できるように
するなどの改善を行なっておりますが、駐車台数当に関しては敷地が限られているため、より効率的な運用を検討し
て参ります。
今回頂戴しましたご意見に関する対応については、随時ご報告していきたいと考えております。
今後も患者さんの声を反映し、満足いただける環境創りに一層、力を入れて参ります。

7

膝のケガ を予防するための
膝前十字靭帯（ACL）損傷というケガをすると、
スポーツ復帰までにどれくらい時間がかかるかご
存じですか？膝の中のたった 1 本の靭帯が切れた
だけなのですが、靱帯の再建手術を受け、さらに
そこからスポーツ復帰まで9ヶ月程度かかる、スポー

ツ傷害では最も大きなケガと言えるでしょう。
最近では、なでしこジャパンの丸山選手がその
ケガから復帰して、ロンドンオリンピック出場を
果たしました。では、そのケガを未然に防ぐこと
は出来ないのでしょうか？

【予防するためのトレーニング】
スポーツ医学の進んでいる欧米では、
「膝のケガを
予防する＝予防トレーニング」が作成され、スポーツ
の現場で普及が進んでいます。
この有用なトレーニングを取り入れるべく、私たち
は理学療法士（Physical Therapist：以下PT）の有
志13名（当院 PTは7名）で、
「予防トレーニングを通
じて選手の未来をサポートし、勝利に貢献する」とい
うモットーのもと、
『スポーツ傷害予防チーム』
を結成し、
「予防トレーニングの普及」と「PT・トレーナー・指導
者に対して予防に関する知識を伝達すること」を目的
として、
「予防トレーニング」の指導を行っています。
この趣旨に賛同いただいた栗山整形外科統括部長
にも、
年1回同行のうえメディカルチェックを行ってもらっ
ています。

【実を結ぶ活動】

現在は

私達の作成した
「予防トレーニング」
は日本のスポー
ツ現場に適した 15 分間程度で実施可能なプログラ
ム（ジャンプ・筋トレ・バランス）で、主にバスケッ
トボール競技で指導し成果を挙げています。
2006 年から始めた予防トレーニング講習会は今
年で 7 年目を迎え、計 48 回を数えました。

【講習会の流れ

栗山医師（前列中央）とスポーツ傷害予防チーム

・神奈川県立旭高校女子バスケ部（県 3 位）
・東京女子体育大学バスケ部（関東 3 部リーグ）
・東海大男子バスケ部（全国大学 2 位）
・エバラヴィッキーズ（WJBL：トップリーグ）
の 4 チームの年間サポートをしており、各チームに
年間 2 ～ 3 回、予防トレーニング講習会を行います。

～活動風景～】

義
①知識教育のための講

②予防トレーニング指導

長妻 PT によるジャンプ着地指導（旭高校）
川島達宏 PT による講義 （旭高校）
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尹 PT によるバランストレーニング指導
（エバラヴィッキーズ）

“トレ ーニング ”
②予防トレーニング指導

片脚スクワットの見本をみせる土井 PT
（東京女子体育大学）

吉本 PT によるバランストレーニング指導
( 旭高校 )

③ メデ ィカ ル チェック

ジャンプの見本をみせる栗原 PT
（東海大男子）

1000AEあたりの非接触型ACL損傷発生率

50%減少！

栗山医師によるメディカルチェック

【予防トレーニングの効果】
大学女子バスケットボール部を対象に介入効
果を検証した結果、ACL 損傷の発生は、トレー
ニングを始める前の 4 年間では 309 名中 9 名で
したが、トレーニング開始後の 4 年間では 267
名中 4 名に減少しました。これを比較すると
ACL 損傷発生率が 0.14 から 0.07 へと半減し、
このトレーニングによって大きな成果を得られ
たと考えます（右上表）。

トレーニング前

トレーニング後

【つながり】
私たちの活動の中で特に大切にしているもの、
それは「人とのつながり」です。この予防チーム
を通じて様々な病院の理学療法士がつながりを
作り、予防トレーニングを通じてスポーツの現
場指導者や学生スタッフ・トレーナーとつなが
りが広がっていくことが大切だと思っています。
このつながりがスポーツ選手をサポートしてい
く体制を作るのに重要であり、これによって当
院に紹介され来院する方も多くいらっしゃいます。

【詳しくは．．．】
「トレーニングジャーナル（ブックハウス HD）」
という雑誌に「膝の傷害予防トレーニング」につ
いて連載しています。詳しくはそちらをご覧下
さい（当院ホームページ：リハビリテーション科
トピックスにも掲載されています）。

スポーツ傷害予防チーム
大見 頼一（リーダー）・尹 成祚・長妻 香織・
川島 達宏・土井 朋美・栗原 智久・吉本 真純
整形外科統括部長兼副院長

栗山 節郎
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地域医院との連携
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川崎ファミリークリニック

今 月 は、 当 院 か ら も 徒 歩 5 分 ほ

サービスのご説明を行い

どのお近くで開業されている、川崎
ファミリークリニックの理事長飯田
先生にお話をうかがいました。

Q1, よろしくお願い致します。まず
はクリニック開設のいきさつをお聞
かせ下さい。
こんにちは。医療法人社団心翠会
飯田理事長
理事長兼登戸診療所院長を務めてお
ります、飯田茂です。
当法人は、既に 2002 年 6 月より登戸診療所を開設してお
り、多摩区を拠点に精神科の訪問診療を行っておりましたが、
訪問させて頂くにつれて川崎区の方々からもご依頼を頂くよ
うになり、登戸診療所だけでは限界を感じた為、2009 年 6
月に、日本鋼管病院に勤務しておられた大西玲子先生を院長
としてお迎えし、登戸診療所の分院として、川崎ファミリー
クリニックを開設致しました。
Q2, 理事長先生のご略歴をうかがえますか？

1986 年国立浜松医科大卒業し、東京大学医学部精神神経
科に入局しました。その後、都立松沢病院・埼玉医大付属病
院・埼玉県立精神保健総合センターなどに勤務、統合失調症
を中心とする精神疾患の臨床及び研究を行って参りました。
1997 年より現在まで痴呆性疾患を中心とする高齢者在宅医
療に従事しており、2002 年 6 月には医療法人社団心翠会登
戸診療所を院長兼理事長として開設し、
「介護する側」
「され
る側」双方の心のケアに積極的に取り組んでおります。

ます。
精神科訪問診療に加え精
神科訪問看護も併せて行っ
ており、当院の精神保健福
祉士、看護師等がご自宅へ
伺い、内服管理・精神療法・
ご家族相談等、在宅での支援を行っております。
また、日本鋼管病院・こうかんクリニックさんには常時密
度の濃い連携を取らせて頂き、ご協力頂いておりますことを
感謝しております。
Q4, 診療において、特に留意されている事柄はありますか？
私どもは「一対一の、心を持った人間として向かい合う誠
意あるサービス、手作りの関わり合いを信念に患者様お一人
お一人にとって近い存在になる」ことをモットーに日々医療
に従事しております。
また、多摩区では認知症家族会、川崎区ではケアマネー
ジャーさんを対象とした在宅研修会での講演、精神保健福祉
士による講演活動等、地域での活動も幅広く行っております。

Q5, 最後にメッセージをお願い致します

在宅でお困りの方だけでなく一般内科外来、心療内科外来
も行っております。
何でもお気軽にご相談いただければ幸いです。
我々も日々、精進して参りますので今後ともどうぞ宜しくお
願い致します。

Q3, 貴院の診療の特徴や特に力を入れている点について教え
て下さい
精神科訪問診療を中心に在宅医療を展開している事が当院
の特徴です。
「認知症の高齢者様」
、
「精神疾患を患っているも
のの受診を拒否されて
いらっしゃる方」
、
「ひ

大通りに面したクリニック、イトーヨーカドーの向かいです

きこもりの方」等、外
来受診困難な方を対象
にご自宅に訪問させて
頂いております。訪問
診療開始前には当院の
精神保健福祉士がご自
宅に伺い、無料相談・

MAP
追分

新川通り

日本鋼管病院
こうかんクリニック

15

大西院長（中央）と、クリニックの窓口を務めている精神保健福祉士の
作間さん（右から 4 番目）他、スタッフの皆さん

院
長：大西玲子
診療科目：内科・心療内科・精神科
そ の 他：精神科訪問診療・精神科訪問看護
診 療 日：外来 : 月曜日・火曜日・木曜日 訪問診療 : 月曜日～金曜日
診療時間：
外来診療
月
火
水
木
金
土 日・祝
9：00〜12：30
14：00〜17：30

●

●

15：00～17：30

●

訪問診療
9：00～18：00

月

火

水

木

金

●

●

●

●

●

※11月より
市電

通り
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小田栄町

イトー
ヨーカ
川崎店 ドー

渡田小学校

★ 川崎ファミリークリニック
渡田小学校前

住
所：川崎市川崎区田島町 23-1
T E L： 044-223-6367
ホームページ：http://www.shinsui.net/kawasaki/

土

日・祝

体験学習の季節
今年も春から夏にかけて近隣の小中学
校や高校から大勢の生徒さんが体験学習
に訪れました。「将来、病院での仕事に就
きたい」「病院の中を色々見てみたかった
から」「何となく．．．」来院の動機はそれ
ぞれですが、見学を終えて「看護師にな
りたいという夢がますます大きくなりま
した」「病院には色々な仕事があることを
知って、興味が湧いてきた！」など嬉し
い感想をたくさんいただきました。これ
からも一人でも多くの学生さんに、病院
を身近に感じてもらえたらと思います。

11

整形外科

小野 孝一郎

整形外科

西本 雄飛
出身：東京都 卒大：昭和大学
医師を志した理由：父は整体師をして
いて、体の仕組みに興味があったので。
自己分析：明るい、マイペース。
モットー：患者さんとの距離を近く、正確な診断・治療。
趣味・特技：野球・スポーツ・マラソン（フルマラソン
3 回）
好きな音楽・人：織田信長
一言：10 月から着任しました西本です。よろしくお願いし
ます。
耳鼻咽喉科

出身：愛媛県 卒大：愛媛大学
資格：日本小児科学会専門医
専門分野：小児科、小児血液腫瘍
自己分析：熱しやすく冷めやすい性格です。
趣味・特技：ジョギング
整形外科

星 忠成
出身：福島県 卒大：福島県立医科大学
医師を志した理由：困っている人を助
けたかったから。
自己分析：天然が入っていると言われ
ますが、本人は至って真面目です。
モットー：できる限り痛みを軽減できるようこころがけています。
趣味・特技：武道（躰道）
一言：若輩者ですが頑張ります。
眼科

花岡 亜希子
出身：岡山県 卒大：愛媛大学
医師を志した理由：少しでも人の役に
立ちたいと思ったので。
自己分析：のんびりしています。
モットー：患者さんに分かりやすい説明をすること。
趣味・特技：ヨガ、旅行
好きな人物：両親と姉を尊敬しています。
一言：まだまだ経験は浅いですが宜しくお願いします。
精神神経科

奥井 文子

出身：千葉県 卒大：高知大学
医師を志した理由：人の役に立ち、ま
た人と向かい合いコミュニケーション
を大切にするこの仕事に魅力を感じま
した。
モットー：分かりやすい説明を心がけたいと思っており
ます。
趣味・特技：バイオリン・ゴルフ

森 若奈
出身：横浜市 卒大：杏林大学
医師を志した理由：祖母の主治医が素
敵だったので。
自己分析：のんびり、おっとりしています。
モットー：患者さんの立場で考える。
趣味：趣味：食べ歩き、料理 特技：体が柔らかい
好きな音楽：MISIA
一言：慣れないことも多く、ご迷惑をお掛けするかもしれ
ませんが、一生懸命頑張ります。

1. 患者さん中心の全人的医療
安
 全で良質な高度医療を提供することは当然ですが、
「病を見ずして病人を診る」
という言葉があります。
患
 者さんを単なる医療の対象としてではなく、一人の人間として接することが必要です。
患
 者さんひとり一人の立場に立った医療の実践が病院への信頼感と満足感につながります。
2. 誠意を持って奉仕する医療
病
 院で働く者全員が医療に直接関わっていることを認識し、常に誠実に自己の職務に精励します。
3. 地域に根差した医療
近
 隣地区を中心に県下・都内の方々を対象として、
医療のみならず予防医学( 健診・ドック)、
訪問看護等ニー
ズに応じた医療サービスを提供します。
◆患者さんと接する時には、自分の家族だという意識で行動します。
◆患者さんのために最新の知識と技術を身に付け、他部署との連携を図ります。
◆病診連携、病病連携をはじめ地域社会との関わりを積極的に深めてまいります。

←携帯サイト
はこちらから

こうかん会
基本理念と行動指針

発行者：鈴木修 編集：広報委員会
日本鋼管病院 〒 210-0852 神奈川県川崎市川崎区鋼管通 1-2-1
TEL 044-333-5591 URL：http//www.koukankai.or.jp
この情報誌に関するご意見・お問い合わせは E-mail：hiroki-aida@koukankai.or.jp まで

出身：大分県 卒大：京都府立医科大学
資格：日本整形外科学会専門医
医師を志した理由：歯科医である父の
ように人を治す仕事をしたかった。
モットー：思いやりを持ちつつ的確な診断と治療を行える
よう精進します。
趣味・特技：マラソン・水泳・サーフィン・スノボ・読書
一言：皆さまの笑顔が見られるような仕事ができるよう努
力します。よろしくお願いします。

中田 勇二
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新 任 医 師 の ご 紹 介

小児科

