
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

   

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 
   
 
≪地域医療連携ニュース「たまほく」に関するお問合せ≫ 

     地域医療連携室 担当：福井、鈴木 代表電話番号 042-396-3811 内線 2073   

 

 

患者さんのご紹介にあたっては「紹介状（診療情報提供書）」「紹介状（診療情報提供書）」「紹介状（診療情報提供書）」「紹介状（診療情報提供書）」と「受診科のご予約」「受診科のご予約」「受診科のご予約」「受診科のご予約」をお願いします。 

 また、紹介状には受診科の明記をお願い致します。初診時に紹介状が無い場合は、選定療養費として診療代の他

に 1,239 円＋別途消費税が加算されます。 

紹介・予約のご案内紹介・予約のご案内紹介・予約のご案内紹介・予約のご案内    

    
予約専用電話予約専用電話予約専用電話予約専用電話    

042042042042----396396396396----3190319031903190    

042042042042----396396396396----3511351135113511    
予約予約予約予約受受受受付日時付日時付日時付日時    

月～金曜日月～金曜日月～金曜日月～金曜日        ９時～１７時９時～１７時９時～１７時９時～１７時    

土 曜土 曜土 曜土 曜 日日日日    ９時～１２時９時～１２時９時～１２時９時～１２時    

※お急ぎの受診予約希望や、受診に関してのご相談等の場合は、地域医療連携室までご連絡下さい。 

（受付日時：月～金曜日 ９時～１７時） 

多摩北部医療センター代表電話番号：０４２－３９６－３８１１０４２－３９６－３８１１０４２－３９６－３８１１０４２－３９６－３８１１ 

    放射線放射線放射線放射線    
代表番号より下記へご連絡願います。（受付日時：月～金曜日（受付日時：月～金曜日（受付日時：月～金曜日（受付日時：月～金曜日    ９時～１７時９時～１７時９時～１７時９時～１７時）））） 

ＣＴ・一般Ｘ線検査：ＣＴ・一般Ｘ線検査：ＣＴ・一般Ｘ線検査：ＣＴ・一般Ｘ線検査：内線内線内線内線 2236223622362236  ＭＲＩ検査ＭＲＩ検査ＭＲＩ検査ＭＲＩ検査                ：：：：内線内線内線内線 2600260026002600    

核医学検査核医学検査核医学検査核医学検査                    ：：：：内線内線内線内線 2240224022402240  放射線治療放射線治療放射線治療放射線治療    ：：：：内線内線内線内線 2073207320732073・・・・2169216921692169(地域医療連携室) 

    内視鏡内視鏡内視鏡内視鏡    代表番号より内視鏡受付（内線：（内線：（内線：（内線：7475747574757475））））へご連絡願います。 

（受付日時：月・水・金曜日（受付日時：月・水・金曜日（受付日時：月・水・金曜日（受付日時：月・水・金曜日    ９時～１７時）９時～１７時）９時～１７時）９時～１７時）    
 

    
各種検査予約各種検査予約各種検査予約各種検査予約    

 

日頃より当院との連携にご協力いただきありがとうございます。 

先月の「たまほく」でもお知らせしましたが、11 月 25 日（火）に本年度の「多摩北部医療センター地域連

携の会」を開催いたします。会場は当院 2 階の食堂で、当院のほぼすべての診療科の医師が出席し、科のご紹

介をいたします。日頃先生方とは書面でのやり取りが中心となり、なかなか直接お話しをする機会がありませ

ん。歓談の時間も設けておりますので、顔の見える連携を推進するためにも、是非この「地域連携の会」にご

出席いただき、書面では伝わりにくい、伝えにくい情報を直接お伝え頂ければと存じます。先生方には日時指

定で当院までご足労頂くことになり、大変恐縮に存じますが、なにとぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

地 
耳鼻科 院  阿部 和也 

 

 

 

講座名講座名講座名講座名「「「「延ばそう健康寿命延ばそう健康寿命延ばそう健康寿命延ばそう健康寿命    ～ピンピンコロリは食事から～～ピンピンコロリは食事から～～ピンピンコロリは食事から～～ピンピンコロリは食事から～」」」」 

日時日時日時日時        平成平成平成平成 26262626 年年年年 1111２２２２月月月月１６１６１６１６日（火日（火日（火日（火））））1111４４４４::::００００0000～～～～15:15:15:15:３３３３0000    

                                    ※開場※開場※開場※開場 13131313：：：：３３３３0000 受付開始受付開始受付開始受付開始 

会場会場会場会場        東村山サンパルネ コンベンションホール 

講師講師講師講師        多摩北部医療センター栄養科長 三善 恵子 

その他その他その他その他    参加費無料参加費無料参加費無料参加費無料 事前申し込み不要 

                             

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  ＜神経内科外来診療日＞ 

 

 

 

 

本年 7 月より当院に赴任しました神谷 信雄（かみや のぶお）と申します。 

平成 10 年に日本医科大学を卒業し第二内科（神経内科）に入局後、主に脳梗塞の診療・

研究を行ってまいりました。最近は成人のてんかんについても興味を持って診療しておりま

す。 

今後人口の高齢化が進むにつれ、脳卒中・認知症・てんかんなどの神経内科疾患は、増加

の一途をたどると思われます。神経疾患は、高齢になるほど単独で存在することは少なくな

り、様々な病態が絡み合って存在します。例えば、脳卒中後の症候性てんかん、脳循環不全

による認知症、認知症疾患に伴うてんかんなどは日常よくみられる病態です。当院では、神

経内科疾患に対して、専門的な診察・各種検査（MRI、SPECT、脳波など）・心理士による

認知機能評価などを組み合わせて診察することが可能です。 

連携医の先生方からご紹介頂いた患者さんの診療を行い、お戻しするといった形でお役に

たてればと考えております。また、緊急の診察が必要な場合には都度御紹介お願い致します。 

 

月 火 水 木 金

午前午前午前午前 ● ● ● ★ ●

午後午後午後午後 ★ ●

 66669999    

 

(公財) 公   
平成 26年 11月 

  
〒189-8511 東京都東村山市青葉町 1丁目７番地１ 電話番号 042-396-3811 http://www.tamahoku-hp.jp 

★：神谷医長外来日 

科 の

【資格】 

日本神経学会認定神経内科専門医・指導医 

日本内科学会認定内科医、医学博士 

神谷神谷神谷神谷    信雄信雄信雄信雄    



    

    

    

    

    

    

歯周病が糖尿病の第 6 の合併症として認知されて以来、かかりつけ医での糖尿病歯周病指導が盛

んに行われてきております。しかし、その様な背景の中でも、糖尿病患者における口腔感染症の重症

例も散見されます。初発が口腔局所であっても糖尿病を背景にすると炎症の拡大は早く、簡単に蜂窩

織炎まで進行します。 

以下は、59 歳の女性で糖尿病に合併した歯周病増悪の結果、顎下部の蜂窩織炎に移行した症例で

す。 

 

 

 

 

 

 

受診５日前より右顎の痛みを自覚しておりましたが、来院時には炎症は拡大しており腫脹、疼痛に

より開口が困難な状態。 

WBC：12,000、好中球:88％、リンパ球：2.5％、CRP：23.4、BS：163、 HbA1c：8.7、CT

所見では右顎下隙、翼突下顎隙に膿瘍を形成し、気道側壁が圧迫されていました。 

即時に顎下部への切開排膿処置を施行し、入院下に PIPC 4g/day＋CLDM 600mg/day 開始、

同時に内分泌・代謝内科による血糖コントロールを施行したところ約 1 週間で消炎に至っております。 

本例のような重症化を防ぐには、地域かかりつけ医科歯科連携による情報共有と共同診療が不可

欠と考えております。また重症化に至ってしまった症例に関しても速やかに対応できるよう、当院に

おいても内分泌・代謝内科と口腔外科の連携による加療ができる体制を整えております。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科 科
科 科  潮田 高志 

感染対策は、予防的視点が重要です。感染症に罹らないようにする、罹った場合には早期に対応して重

症化を防ぐとともに、伝播させないことが大切です。 

「たまほく」では、院内感染症防止対策委員会、ICT（感染制御チーム）を設置し、患者さんが安心し

て治療や検査に専念できるよう、全職員が感染予防に努めています。また、北多摩北部医療圏内の医療機

関との感染対策連携カンファレンスや、お互いの施設を訪問して感染対策をチェックし合い評価するな

ど、地域での感染防止対策に取り組んでいます。                       

感染対策に関するご相談がありましたら、地域医療連携室経由でたまほく ICT までお問い合わせくださ

い。 

 

当院の感染対策小小小小ICN 感染 当  宮前 みどり  

 

 

 

                              
 

関節リウマチの原因は未だ不明ですが、関節リウマチ患者さんの体の中で何が起きているのかが分子レベル

でわかってきました。関節リウマチの患者さんにおいては、「TNFα」や「IL-6」のような炎症促進性サイトカ

インが常に勝っている状況がわかってくると、それら分子をターゲットにした生物学的製剤などが開発されま

した。これらの薬剤は、従来の抗リウマチ薬に比べて顕著な効果を発揮しますが、一方で全ての関節リウマチ

の患者さんに効くわけではありませんし、深刻な有害事象や、合併症によっては投与が躊躇される患者さんも

おります。つまり関節リウマチという原因もおそらくは一義的でなく、重症度も幅が大きく、病状も多様な非

常にヘテロな患者群を治療することになるので、どのような患者にどのような治療を選択するのかという課題

が生じます。薬効評価はできるだけ一定の基準でなされるべきで、その中で代表的な評価法にDAS28（Disease 

Activity Score 28）というものがあります。これは血沈値のような客観的な炎症評価に、圧痛関節数・腫脹関

節数のような診察所見と患者さんの主観的な評価（Visual Analogue Scale: VAS）を加えたものを特殊な式

に代入にして算出したものです。 

○関節リウマチ疾患活動性評価：○関節リウマチ疾患活動性評価：○関節リウマチ疾患活動性評価：○関節リウマチ疾患活動性評価：DAS28DAS28DAS28DAS28 の計算式の計算式の計算式の計算式    

            DAS28DAS28DAS28DAS28＝＝＝＝0.560.560.560.56××××√T28√T28√T28√T28＋＋＋＋0.28×√S280.28×√S280.28×√S280.28×√S28＋＋＋＋0.70×In (ESR)0.70×In (ESR)0.70×In (ESR)0.70×In (ESR)＋＋＋＋0.014×GH0.014×GH0.014×GH0.014×GH 
 

     

 

ちょうど糖尿病の治療目標に HbA1c を用いるように、関節リウマチの治療目標にこの DAS28 の値を疾患

活動性の指標として用いるのです。これらの指標で「寛解」になりますと「日常生活」を円滑に行えるように

なりますので当然「寛解」の値を目指します。一方、これらの指標が「寛解」ならばそれで終わりかというと

そうもいきません。「寛解」の患者さんであっても以下に示すような症例もあります。 

＜症例＞＜症例＞＜症例＞＜症例＞    ４８歳女性（初診時）（初診時）（初診時）（初診時）           
○主訴     多発関節痛 

○現病歴    初診３か月前、手指関節の疼痛で発症 

                                初診１か月前、近医でＲＦ陽性を指摘 

○関節所見   図参照 

 圧痛関節数  8 個（DAS28 関節）／15 個（全関節） 

 腫脹関節数  5 個（DAS28 関節）／6 個 （全関節） 

○疾患活動性  ＤＡＳ２８（ＣＲＰ）＝4.49 高疾患活動性 

        ＣＲＰ 0.9 mg/dl、ＥＳＲ 42mm/1h 

○予後不良因子 ＲＦ＋、抗ＣＣＰ抗体＋ 

→→→→MTXMTXMTXMTX を導入を導入を導入を導入    

（１年５か月後（１年５か月後（１年５か月後（１年５か月後））））・・・日常生活には支障無し・・・日常生活には支障無し・・・日常生活には支障無し・・・日常生活には支障無し                                                                     
○主訴     多発関節痛              

○治療歴    MTX ８ｍｇ／週           

○関節所見   初診から 1 年 5 か月後          

圧痛関節数  2 個／2 個                        

 腫脹関節数  1 個／1 個 

○疾患活動性  ＤＡＳ２８（ＣＲＰ）＝2.21 寛解 

        ＣＲＰ0.03 mg/dl、ＥＳＲ6mm/1h  

○予後不良因子 ＲＦ＋、抗ＣＣＰ抗体＋ 

日常生活を送れている点では臨床的な寛解なのですが、仕事には不自由を感じている状況でした。 

そこで生物学的製剤による治療強化をおこないました。 

（エタネルセプト導入２年６か月後（エタネルセプト導入２年６か月後（エタネルセプト導入２年６か月後（エタネルセプト導入２年６か月後））））・・・仕事に支障無し・・・仕事に支障無し・・・仕事に支障無し・・・仕事に支障無し 
○主訴     多発関節痛 

○治療歴    エタネルセプト 50 ㎎/週追加 

○関節所見   圧痛関節数 2 個/2 個 

        腫脹関節数 1 個/1 個 

○疾患活動性  ＤＡＳ２８（ＣＲＰ）＝1.42 寛解 

        ＣＲＰ 0.02 mg/dl、ＥＳＲ 5mm/1h 

○予後不良因子 ＲＦ＋、抗ＣＣＰ抗体＋ 

関節リウマチにおいては治療法の発展は「日常生活」を取り戻すことから「社会生活」を取り戻すことへ、治

療目標のグレードを上げることを可能にしつつあります。当科では患者さんの状況に合わせた治療を心掛けて

実践していきたいと思っております。現在当科は外来診療のみで、まだ入院を要するような重症病態には必ず

しも対応が十分ではありませんが、地域にリウマチ膠原病診療に少しでもお役にたてるよう頑張ってまいりた

いと存じますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。 

リウマチの

児科児科児科児科
リウマチ膠原病科 杉井 章二 

T28T28T28T28    圧痛関節数、圧痛関節数、圧痛関節数、圧痛関節数、S28S28S28S28    腫脹関節数、腫脹関節数、腫脹関節数、腫脹関節数、ESRESRESRESR    赤沈値、赤沈値、赤沈値、赤沈値、InInInIn は自然対数、は自然対数、は自然対数、は自然対数、GHGHGHGH    全般的健康状態全般的健康状態全般的健康状態全般的健康状態（（（（100100100100 ㎜の㎜の㎜の㎜の VASVASVASVAS））））    

＞＞＞＞5.15.15.15.1    疾患活動性が高い疾患活動性が高い疾患活動性が高い疾患活動性が高い、、、、3.23.23.23.2----5.15.15.15.1    疾患活動性が中等度、疾患活動性が中等度、疾患活動性が中等度、疾患活動性が中等度、＜＜＜＜3.23.23.23.2    疾患活動性が低い疾患活動性が低い疾患活動性が低い疾患活動性が低い、、、、＜＜＜＜2.62.62.62.6    寛解基準：治療目標寛解基準：治療目標寛解基準：治療目標寛解基準：治療目標    

（社会背景）（社会背景）（社会背景）（社会背景） 
○職業   音楽系大学教員 

○社会活動 指を酷使する楽器使用 

 
（（（（RARARARA の病状）の病状）の病状）の病状） 
・日常生活に支障はない 

・仕事は罹患関節を含む指を酷使する為、PSL の頓服でしのいでいる 

・・・・ＤＡＳ２８寛解ＤＡＳ２８寛解ＤＡＳ２８寛解ＤＡＳ２８寛解 

・両示指ＭＣＰに骨破壊の進行を認める 

・ＭＴＸ8 ㎎/w 

・治療強化の不安と将来への不安が行ったり来たり 

腫脹＋圧痛 

圧痛のみ 

腫脹のみ 

腫脹＋圧痛 

圧痛のみ 

腫脹のみ 


