外来診察・検査のお知らせ
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※（予約制）
と表記されている医師の外来は予約が必要となります。
※新患は予約以外の診察となります。
※黒田麻実医師が8月30日から翌年3月31日まで産休となります。
※（注）
：H28年8月30日〜12月29日は三玉康幸先生と神野礼実先生が、H29年1月〜3月は、三玉康幸先生と黒田麻実先生が隔
週で予約診察を行います。

山辺 瑞穂

皆様、暑い暑い夏が過ぎて、台風がやってきて、山の葉も色づ
いて参りました。広島カープセントラルリーグ優勝、おめでとうご
ざいます。
当院では、昨年１２月から完全に電子カルテとなり、１０か月が
過ぎました。患者様のデータの移行やサマリーの確立等のほか
に、操作に不慣れなため、大変待ち時間が長くなり、
ご迷惑をおか
けしましたことを、
この場をお借りして深くお詫び申し上げます。
私自身も、最近になり、やっと患者様のデータや治療内容が整
理でき、操作も慣れてきて、少し診療時間が早くなったように感じ
ています。
電子カルテを使用していく中で、その都度問題点を洗い出し、
ハードウエアはもちろん、使うスタッフや医師との連携も含めて、
今後も運用を改善し、診療の質を上げるための活用と、待ち時間
の短縮に努めて参ります。
一方で、広島大学の人事異動により平成１７年愛媛大学医学部
卒業の黒田麻実先生が常勤医師として昨年１０月１日より当院に
勤務されていますが、めでたくご懐妊され、８月末より産休に入
り、来年４月より本格的な復帰の予定です。
その代診として、広島大学第二内科（内分泌・糖尿
病グループ）
より月曜日午前午後久保田益亘先生、木
曜日午前神野礼実先生、土曜日午前外来は、黒田先
生の赴任前に常勤医師として糖尿病の診察をされ
ていた三玉康幸先生と神野礼実先生が隔週で診察
をさせていただきます。
先生の診察日が変わることにより、全体の診療体
制の変更等があり大変ご迷惑をおかけすることをお詫
び申し上げます。
また、廣澤裕代先生も非常勤で精力的に診療を
されていますのでご安心ください。
（水曜日終日、
金曜日午前診療）
廣澤裕代先生と久保田益亘先生は甲状腺専
門医もお持ちです。気になることがあればどう
ぞ気軽にご相談ください。
もちろん私も外来の診察枠を増やして頑

（平成28年１０月より）

■外来診察医

張っております。
ただ、初めて診察される患者様も多々おられ、病
状把握に少々お時間をいただいております。
もう少しご辛抱いた
だければ幸いに存じます。
糖尿病の世界は、今大きく診療スタイルが変化しつつありま
す。それは、インクレチン薬と言って小腸のホルモンが膵臓に働
いて、膵臓を保護しながら血糖の高いところでだけインスリンを
出させる薬や、
ＳＧＬＴ２阻害薬と言って、腎臓に働いて尿に糖を
捨てることで、血糖値を下げるとともに、体重減少も期待できる
薬が発売されてきたことによります。
ＣＧＭで血糖変動をみながら、高いところを下げていく治療が
今後の糖尿病の治療の最前線となります。それにはＣＧＭといっ
て血糖変動を点でなく線で見ることができるようになったことが
大きく影響をしています。
それができる施設とできない施設では薬の選択や使い方が大
きく異なってきているのも事実です。
当院の糖尿病診療は、
ＨｂＡ１ｃだけを見てきた時代から、血糖
変動を見て、
「糖尿病をなかったことにする治療戦略」へと大きく
進化を遂げています。そのような状況変化により、私自身の一
部の活動としてインスリン「トレシーバ」やインクレチン注射
薬「ビクトーザ」について幾度か全国規模のＷＥＢ講演を
行っています。様々な事例研究を重ね、最新の治療と次
への時代に活かしていきたいと考えています。
今後は、糖尿病の新薬の治験が当院で行われること
になるかもしれません。その治験に、ご参加いただきま
すと、病院への交通費の支給や、薬と検査代を製薬会社
が支払いしますので、患者様の病態と薬の適応が合致した
場合は、
大変有効な治療法となります。
最後になりますが、今後も常に最新の内科専
門病院として、また、最新の糖尿病診療を提供
できるように、微力ではありますが精進して
参ります。
ご支援をよろしくお願い致しま
す。

■検査
毎日（月〜土）

曜日指定検査

※随時予約受付しています。外来看護師へご連絡ください。

（※非常勤医師は午後２時〜４時半までとなります）

人間ドックのご案内
日帰りコース

１泊２日コース

（尾道市国保４０才以上の方、助成制度有）

所要時間：８時３０分〜１２時頃

ＪＲ山陽本線尾道駅よりバスで７分
一本松行または登山口行乗車
尾道国際ホテル前下車
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■ 副院長挨拶
（山辺瑞穂）

■ 地域との連携を考えて

■ 糖尿病教室のご案内

■ 64列マルチスライスCT導入

■ インフルエンザ予防接種が始まります

■ 学会発表内容

■ 心臓エコ機器ー導入

■ 簡単な運動療法

■ 外来診察
・検査案内

第１駐車場
●セイエル

第２駐車場

第２駐車場もございます。
小さな駐車場のため軽自
動車のみ駐車出来ます。

病院南側
（外来専用）
２５台

☎0848-22-3131
FAX0848-23-3508
4

糖尿病教室を開催します。

今年度は以下の日程にて

患者様、
ご家族の方はもちろん、
どなたでもご自由にご参加ください。
第８回教室
●時間 １３
：３０〜１４：３０
第９回・第１０回教室
時間 １３：３０〜１４：３０

●

年月日

28年

平成

11月26日㈯
第９回

28年

平成

12月24日㈯
第1０回

29年

平成

1月28日㈯

です

場所 １階外来待合い

担当者

これならできる
食事療法

管理栄養士

川上 志帆

〜自分に合った方法を見つけよう〜

ためしてガッテン

しまなみ会指導医

〜みんなで体験して学ぼう〜

糖尿病療養指導士

24

気軽に運動を
始めよう！
！

理学療法士

24
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〜チェア エクササイズ〜

２０１６年１０月１７日から、約１０年間使用してきたＣＴ装置を更
新いたしました。装置を新しくすることで何が変わるのか、特徴を
踏まえながら簡単にご紹介します。
特徴1

高速撮影

従来のＣＴでは胸〜骨盤まで撮影するのに２０〜３０秒程
息を止めなければなりませんでしたが、今回導入するＣＴで
は約５秒で撮影が終わります。
ご高齢の方や肺疾患を持たれ
ていて長い息止めの難しい方でも楽に検査が可能です。

特徴2

特徴3

低被ばく

新しく開発された画像再構成法（ＡＳｉＲ）に
よって画像に影響を与えるノイズやアーチ
ファクト成分を除去することが可能となりまし
た。
この技術により被曝線量を抑えながら高
画質な画像を得ることが出来ます。被曝線量
は従来のＣＴと比べると約４０％も削減してい
ます。

５２

３６

２８
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６

談などに対応しています︒
当院の入院受け入れでは︑患者様が安心した
入院生活を送るために︑看護師︑社会福祉士︑理
学療法士︑事務で情報収集のため︑事前に聞き
取り面談を行うことがありますので︑是非とも
ご協力のほどよろしくお願い申し上げます︒
地 域 包 括ケアシステムを円 滑に進めるため
にも︑退院 時には在宅 復帰に向けての支援 強
化︑また各医療機関︑各施設の連携強化をはか
り︑患者様︑ご家族の期待に少しでもお応えで
きるよう努力してまいります︒

人間の免疫機能は体温と深い関りがあり、体温が１度低くなると
免疫力は約３０％低くなるそうです。体温は全身の筋肉の量に比
例しているため、筋肉量を増やすことが体温と免疫力を上げる鍵
となります。
身体を動かす（運動）と筋肉は熱を産生し血行がよくなります。
また、運動によって溜まった疲労物質を取り除くために、身体は筋
肉に血液を送り込もうとし
ます。そのため、基礎代謝も
よくなり体温が安定して
高い状態を保てるよう
になるそうです。身体
を温め、免疫力を高め
るためにも日頃から適
度な運動を心掛けま
しょう。
ちなみに、筋肉量を
増やすには有酸素運動
よりも無酸素運動のほう
が向いています。有酸素運
動とは、散歩・ウォーキング・ジョギング等のしっかり息を吸いな
がらできる運動のものを言います。反対に無酸素運動は筋トレや、
オリンピックで夢中になった１００ｍ走やバーベル挙げなどのス
ポーツの事を言います。
これを踏まえて、筋肉量を増やす手軽な運動方法としては、
『○
○しながら運動』
などがあります。
これは、
『TV を観ながら立った状
態で両膝の屈伸運動をする』や、
『台所で料理をしながら立った状
態で爪先立ち運動をする』や、『歯磨きをしながら体を沿ったり曲
げたり屈伸運動をする』などなど、日常生活で何かしているときに
『ついでに』運動もしてしまうというものです。
たしかに水泳・ジョギング・ウォーキング等の運動の効果は、皆
さんＴＶや雑誌でよく知っていると思いますが、天気が悪かったり
体調が悪かったりするとなかなか継続できません。その点、この
『○○しながら運動』はいつでも、どこでも好きな時間に好きな回
数だけ自分で決めて実施することができます。
皆さんも今年は
『○○しながら運動』
と、適切な食事や、睡眠で
風邪をひかないように心掛けてみましょう !!

［Optima CT660pro Advance］

地 域 との連 携 を 考 えて

気温が下がって
気
て
風邪をひきやすくなる前に
風邪をひきやすく
くなる
る前に
運動をして免疫力を高めまし
！
運動をして
て免疫力を高めましょう！

６４列マルチスライスＣＴ導入

当院は一般病床 床地域包括ケア病床 床
の合計 床の内科専門病院です︒
当院の地域連携室の平成 年度目標は﹁各
地域連携室を中心とした連携強化﹂を掲げて
います︒
その目標達成にむけて︑入院︑外来診
療︑退院支援︑転院支援のスムーズな対応によ
り︑患者様満足度を高めていきたいと考えてい
ます︒
当室の役割として︑病院・在宅主治医からの
紹介入院の受け入れ︑専門医による外来診療
紹介の受け入れ︑患者様︑ご家族からの各種相
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山辺 瑞穂

﹁強化インスリン療法におけるボーラスインスリンの比較︵ボーラス試験第二報︶﹂

黒田 麻実

﹁2型糖尿病患者におけるＳＧＬＴー2阻害薬の有効性についての併用薬別検討﹂

川上 志帆

回備後糖尿病療養指導士会

﹁頻回注射法︵ＭＤＩ︶
からＣＳＩＩに切り替え
ボーラスウィザードを用いて栄養管理し得た2症例︵第2報︶﹂

第

池田 絵美

﹁Ｂ．
Ｄマイクロファイン針とナノパスニードル針の患者使用感の比較﹂
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場所 ２階リハビリ室

●

テ ー マ

第８回
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インフルエンザ予防
接種が始まります！

糖尿病教室のご案内

今年もインフルエンザのシーズンがやってきました︒
予防接種を受けてからインフルエンザに対する抵抗力
がつくまでに2週間程度かかり︑その効果が持続する期
間は約5ヶ月間とされています︒
より効果的に有効性を
高めるには︑流行する前の 月中旬までに接種を受けて
おくことをお勧めします︒
当 院の受 付 期 間は 月 日 〜 月 日です︒早 めの
予約をお願い致します︒
※市によって自己負担金は異なりますが︑尾道市の場合
歳 以 上 の 方 は︑昨 年 の 料 金 1 0 0 0 円 か ら
1500円へと変更になっています︒
ご注意ください︒
その他にもご不明な点がございましたら︑当院スタッ
フにご確認ください︒

平成28年度

高画質3D検査

ＣＴ装置と合わせて新しく画像処理システム「ワークステー
ション」を導入しました。
これにより、骨や血管など細かい部分
まで綺麗に立体的な３Ｄへ加工できたり、大腸をまるで内視鏡
で見ているかのような
仮想内視鏡（大腸３ＤＣＴ）検査も可能になり
ました。

心臓エコー機器導入
［Vivid E90 with XDclear］

皆さんは心臓の大きさをご存知ですか？一般的に握りこぶし
位の大きさと言われています。
比較的小さいと思いませんか？そ
の大きさで体中に血液を運んでいます。心臓には４つの部屋が
あり、体中の血液が返ってくる部屋、その血液を肺に送る部屋、
肺からの血液が返ってくる部屋、その血液を体中に送る部屋と
分かれています。
小さい臓器ですが、４つの部屋で役割分担しな
がら一生懸命動いています。
この度、当院では心臓のエコー機器を新しいものに更新しま
した。今まで以上にハッキリと小さな心臓のそれぞれの部屋の
様子を見ることが出来ます。
これにより今まで映しにくかった部
分が見やすくなり、計算項目にも時間短縮が図れそうです。
すな
わち、より確かな診断と、検査中の時間短縮で患者様の負担軽
減にもつながると考えています。
また、この心臓エコーの機械は
お腹のエコーや、首のエコーにも使うことが出来、そちらでも今
まで以上の高画質で臓器を見ることが出来ます。皆様にとって
もより良い検査となりますよう、これからも精進していきますの
でよろしくお願い致します。
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