伊奈病院は
（
財）日本医療機能評価機構 の
認定病院 です

理

念

私たちは、安全 で質 の高 い医療を提供し、患者さまに信頼される病院をめざ します。
理念 の実行方法

１．私たちは、十分な説明と同意に基づく分かりやす い医療を実践します。

２．私たちは、自 己研鑽 に努め、職員が 一体とな ったチーム医療を実践 します。

３．私たちは、患者さま の意思 ・権利 ・プ ライバシーを尊重 し、 思いやり のある医療を実践 します。

４．私たちは、地域に信頼される病院を 目指すとともに、職員と しての誇りを持 てる職場を作ります。

５．私たちは、健全 で効率的な病院経営基盤を確立 し、地域 の基幹病院と しての使命を遂行します。

イ ンフル エンザ 予防接種 のお知らせ

医事 課 比留間 英人

℃以上 の発熱、 頭痛

月から３月頃にかけ て、季節性イ ンフル エンザが 流行 します。イ ンフル エ

ンザ とは、 イ ンフル エンザ ウイ ルスに感染 して発症 します。

当院は、毎年

月下旬から

月にかけ て、 イ ンフル エンザ の予防接種を実施 して

１２

着 用など で、感染 予防 に努め る ことも大切 です。

みなさんひとりひとりが、 日頃より外出後 の手洗 い ・うが い、 外出時 のマスク の

電話に て予約をお願 いいた します。

当院 でイ ンフル エンザ の予防接種を希望され る方は、事前 に受付窓 口または、 お

用に ついては医療機 関ご とに異なります。

に てご 案内をさせ ていただきます。なおイ ンフル エンザ の予防接種 の実施期間や費

ザ の予防接種を実施 しています。詳細 に つきま しては、院内掲 示やホ ームページ等

います。今年度 に関して の詳細は後 日になりますが、 例年 予約制 に てイ ンフル エン

１０

ます。現行 のワクチ ンの安全 性はき わめ て高 いと評価され ています。

る危険性が 約 ３分 の１から２分 の１にま で、減少す る ことが 期待 でき るとされ てい

れます。 ワクチ ン接種を受けた高齢者は、 死亡す る危険性が ５分 の１に、重症化す

イ ンフル エンザを 予防す る有効な方法 の 一つに、流行前 のワクチ ン接種が あげ ら

肺炎を伴 うなど重症化す る ことが あります。

や関節 ・筋肉痛など の全身症状が 急 に現れ、高齢 の方や種々 の慢性疾患を持 つ方は

３８

例年
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≪地域医療連携にご協力頂いている先生方をご紹介します≫
【医療法人社団

信悠会

木村クリニック】
院長

木村

伸

平成 15 年 6 月開院しました。開院前の私は、脳神経外科の専門医としての診療
に加え、平成 8 年から認知症の診療も行っておりました。当時は、介護保険がなく、
認知症の治療薬もない状態でしたので二つの新たな取り組みを行いました。一つは従来の認知リハビリ
の要素を取り込みつつ絵を描く、陶芸をするなど患者さんが楽しみながらリハビリ治療できるプログラ
ムを開発しました。
（現在「臨床美術」として全国で行われています。）もう一つは誰も取り組んだこと
がない、患者さんの家族を支援する「家族カウンセリング」を行いました。これにより家族同士の連絡・
支え合いの輪が生まれ、患者さん・家族の精神状態の安定する効果がみられました。現在のクリニック
の診療はこれらの経験を基に行っております。認知症患者へのリハビリは「アールブリュ伊奈」「アー
ルブリュ蓮田」にて行っており、カウンセリングはクリニックにて行っております。当院としては、
MRI、CT などの設備がなく、伊奈病院、のぞみ病院の協力をいただき診療しております。今後も、伊
奈病院をはじめ多くの先生と協力し地域医療を担っていきたいと思っております。
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※水曜日・日曜日・祝日は休診です。
住所：〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室 10051-1

電話：048-723-8884(代表)

診療科目：内科・心療内科・脳神経外科・リハビリテーション科

上尾を中心に県内全域

◆ 栗ごはん

◆

＜材料＞
米 2 合（炊く 30 分前に水気を切り、ざるにあける）
栗 300g（1 分間茹でて、渋皮までむいたら 1 時間程
水に浸けてあくを抜く。
）

埼玉県の

で栽培されています。

栗の生産量は全国第 5 位！
品種は日本栗の「丹沢」、
「出雲」、
「筑波」
などで、主に市場に出荷されています。

酒

大さじ 2

日本栗は粒が大きく、肉質が詰まっている

塩

小さじ 1

ので調理に向いています。焼き栗でおなじ

黒ごま

少々

みのものは中国栗です。

＜作り方＞
１．

炊飯器に米と酒を入れて普通量の水を加える。
（新米の場合は水分を控えめにする。）

２．

塩を加えて混ぜる。

３．

栗を加えて炊く。

４．

炊きあがったら 10 分間蒸らし、全体をさっく
り混ぜる。

2015 年 10 月

当院行事食

その6 骨粗しょう症の診断・治療に関わる血液・尿検査について
伊奈病院 検査科

早坂

拓哉

骨粗しょう症は、長年の生活習慣などにより骨がスカスカになって骨折しやすくなる病気です。
自覚症状が出にくいので、気付かないうちに進行してしまいます。そんな骨の状態を血液や尿で
知ることができる、骨形成マーカーや骨吸収マーカーという検査があります。これを検査するこ
とによって適切な治療法の選択や治療効果の判定ができます。

～骨代謝における骨吸収と骨形成～
骨は、古くなった部分が破骨細胞により溶かされる（骨吸
収）と、骨芽細胞が集まってきて新しい骨を作る（骨形成）
という、骨代謝と呼ばれている仕組みがあります。この骨代
謝のおかげで、しなやかで強い骨質が維持されています。
この骨の代謝は、骨の材料となる栄養分が不足したり、女性
の場合は閉経後に女性ホルモンが少なくなったりすると、バ
ランスが崩れてしまいます。破骨細胞ばかりが働いて骨吸収
が骨形成よりも過剰になってしまうのです。このような状態
だと、骨粗しょう症が静かに進行していきます。

① 主な骨形成マーカー
骨芽細胞がつくる骨型アルカリフォスファターゼ（ＢＡＰ）
⇒BAPは、骨を作る際に骨芽細胞が分泌する酵素です。この検査はBAPの血中濃度を測ります。
そのため、BAPの値が上昇しているかどうかで、骨形成の働きの程度を知ることができます。
コラーゲン前駆体の断片（プロペプチド）・・・ＰＩＮＰ
⇒骨の半分はコラーゲンでできています。このコラーゲンを骨芽細胞が作るときに、断片として
でてくるのがＰＩＮＰです。ＰＩＮＰの血中濃度を測ることで、骨形成の程度がわかります。
石灰化の調節因子のオステオカルシン（ＯＣ）※検査項目はucOC
⇒OCはカルシウムを骨に蓄積させる役割を果たしています。ビタミンKはこのOCを作るのに必
要で、逆にビタミンKが不足すると、完成品ではないOC（ucOC）ができて、血液中に出てきま
す。つまり、ucOCが高いことでビタミンＫの不足を知ることができます。

②

主な骨吸収マーカー

破骨細胞に由来する酵素の酒石酸（しゅせきさん）抵抗性酸ホスファターゼ（TRACP-5ｂ）
⇒破骨細胞が骨を溶かす（骨吸収）ときに使う酵素で、この酵素の血中濃度を測ることで、破骨
細胞の勢いを知り、骨吸収の程度がわかるマーカーとして注目されています。
骨の主要なタンパク成分である コラーゲンの分解産物（NTX）
⇒骨形成が起こると骨のコラーゲンの分解産物として NTX がでてきます。NTX の血中または尿
中の濃度を測ることで、骨吸収の勢いがわかります。また、骨吸収を抑える薬を飲むと、骨吸収
マーカーが低下するため、薬の効果を早期（1 ヶ月から 3 ヶ月）に知ることができます。

次回は、看護部で骨粗しょう症からの介護の話についてです。

放射線の窓

No.6

放射線科

岩切

翔次郎

今回は、Q＆A 形式でマンモグラフィー検査の説明をしたいと思います。
Q.マンモグラフィーって、何ですか？
A.マンモグラフィーは乳房専用の機器で撮るレントゲン検査です。少ない放射線で安全に乳がんの早期発見が
できます。検査は、透明の圧迫板で乳房をはさみ薄く引き延ばして撮影します。乳房を平らにすることで、乳
腺が広がり病変を見つけやすくなります。また、薄くすることで被ばく線量を減らすことができます。

ハーモ ニー 六十六号

Q.体に悪い影響はないですか？超音波検査とは違う？
A.マンモ撮影の放射線が人体へ及ぼす危険性はほとんどありません。初期の乳がんの特徴である石灰化は、超
音波検査よりもマンモグラフィーの方が、発見率が高いとされています。
Q.マンモグラフィーを毎年受けると安心？
A.できれば視触診とあわせて１年に一度、少なくとも２年に一度は撮りましょう。異常を感じた場合は次の機
会を待たずにすぐに乳腺外科を受診してください。

平成 二十八年十月発行

伊奈病院は毎年、日本乳がんピンクリボン運動に参加しています。子育て・介護・仕事など多忙な
平日を過ごす女性のために日曜日にマンモグラフィー検査ができる環境作りを行なっています。今年
は５月と１０月に実施しており、今後も行う予定です。開催日程の詳細は院内掲示または、ホーム
ページをご覧ください。
お問い合わせ

医療法人社団愛友会

伊奈病院

健康管理センター

TEL 048-723-6071（直通）

骨粗しょう症予防市民公開講座

骨折しないため、そして
骨折したあとのための基礎知識
プログラム
講演 1

「骨粗しょう症の気をつけ方～検査・薬・運動・栄養～」

伊奈病院発行

伊奈病院整形外科部長
講演２

石橋英明

「骨折するとどうなる？
～骨折で入院された患者様の看護を通して伝えたい事～」
伊奈病院整形外科病棟

伊奈病院広報部会編集

講演３

伊藤佳代子

「生活の負担を軽減するための医療・福祉制度の使い方」
伊奈病院医療相談室主任

講演４

看護師

社会福祉士

椎名是文

日時：平成 28 年 12 月 3 日（土）
午後 1 時～午後 4 時（12 時開場）
場所：伊奈町総合センター

「やってみよう！自宅で出来る骨折予防エクササイズ！」

伊奈病院リハビリテーション科

理学療法士

吉澤慎太・上條ひかり

医療法人社団愛友会 伊奈病院
〒362－0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室 9419
TEL ： 048－721－3692㈹
ホームページ ：
http://www.inahp.saitama.jp
公式 facebook ページ：http：//www.facebook.com/inahospital

大ホール

申し込み方法は院内チラシを
ご覧ください。

