
 

 

 

 

 

   演題：高齢者の歩行障害と認知症～その歩き、正常圧水頭症ではありませんか？～ 

   日時：平成 29 年  月   日(月) 18:30～19:30 

   会場：多摩北部医療センター 2 階大会議室 

   演者：多摩北部医療センター 脳神経外科 部長 岡田 隆晴 

   申込：当センターの地域医療連携室へご連絡ください。 

 

 

 

 

 

   演題：糖尿病とこころの病気 

日時：平成 29 年  月  日(土) 10:30～12:00 

   会場：東村山サンパルネコンベンション ホール 2 階 

   演者：多摩北部医療センター 内分泌・代謝内科 非常勤医員 峯山 智佳 

   申込：申込不要。直接会場までお越しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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    

《 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 042-396-3811 内線 2073 

    

予約受付時間：月～金曜日 9 時～19 時・土曜日 9 時～12 時 

※お急ぎや受診予約希望や、受診に関してご相談等の場合は、地域医療連携室までご連絡ください。 

 (受付時間：月～金曜日 9 時～17 時) 

 

代表電話番号代表電話番号代表電話番号代表電話番号：：：：042042042042----396396396396----3811381138113811    

放射線放射線放射線放射線    

内視鏡内視鏡内視鏡内視鏡    

各種検査予約各種検査予約各種検査予約各種検査予約    

予約センター予約センター予約センター予約センター    
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・・・・3511351135113511    

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

します。また、紹介状には受診科の明記をお願いいたします。初診時に紹介状が無い場合は、診療

費の他に選定療養費として 1,338 円(税込)が加算されます。 

核 医 学 検 査：内線 2140 放 射 線 治 療：内線 2073・2169 

CT・ 一 般 X 線 検 査：内線 2236 M R I 検 査：内線 2600 

市民公開講座について 

3333    4444    

代表番号より下記へご連絡願います。(受付時間：月～金曜日 9 時～17 時) 

予約センター又は地域医療連携室へご連絡の上、「内視鏡外来(金曜午後)」のご

予約をお願いいたします。なお、内視鏡外来は、紹介予約制とさせていただいて

おります。 

《お知らせ》 

内視鏡室は、2 室から 3333 室に増室室に増室室に増室室に増室しました。患者様

の安全面にも配慮し、より快適にお使いいただけるよ

うに改修しています。ご紹介をお待ちしております。 

脳神経外科講演会について 

2222    13131313    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

血液内科では急性白血病、再生不良性貧血、骨髄異形成症候群などの患者さん

に対して治療中の白血球減少期の感染症を防ぐためにクリーンルーム(無菌室)を

使用します。クリーンルームとは感染症を防ぐために空気にフィルターを通して

清浄化した部屋で、空気中の埃、塵が 1 立方フィート中に 0.5μ以上の微粒子 1,000 個以内を ISO

クラス 6、10,000 個以内が ISO クラス 7 と定義され、普通の部屋と比較して空気がとても清浄化

されています。埃、塵を吸引することにより起こりやすくなる経気道の感染症である肺炎や肺真菌症

のリスクが低くなります。今までクラス 6 の個室のクリーンルーム 3 床、一般室に設置するクリー

ンベッド 6 床の合計 9 床で治療をしてきましたが、2017 年 1 月に 4 床室のクリーンルームが増設

されました。ISO クラス 7 の南向きで明るい部屋で、滅菌水、シャワー、トイレもついています。合

計 13 床となり強力な化学療法をより安全に施行することができます。クリーンルームは無菌管理加

算が診療報酬で定められており、健康保険適応で入室していただき、こういった疾患のかたはもとも

と高額医療費の適応となる方が多いため、保険適応外の差額ベッドの負担も患者さんにはありません。 

また 2016 年 12 月より血液内科専門指導医が 1 人赴任しました。血液内科専門指導医の常勤医

師 5 名と非常勤医師 2 名で外来を毎日午前中(一部午後)の合計 9 コマに行っており、先生方からの

急な患者さんや救急の患者さんを受け入れる救急・連携当番医を毎日配置しています。病床も 35 床、

うちクリーンルームも 7 床、クリーンベット 6 床という充実した状態で治療を行っていくことがで

きます。血液疾患は稀と思われると思いますが、白血病や骨髄異形成症候群は年々増加傾向にあり、

地域で発生する血液疾患を日本の標準的治療で診療していきたいと考えています。もしかして血液の

病気かも、と少しでも気になる症例がありましたら、お気軽に血液内科外来にご紹介ください。また

当日の診察をご希望の場合には地域医療連携室にご連絡ください。 

多摩北部医療センター多摩北部医療センター多摩北部医療センター多摩北部医療センター    

99996666    

地域医療連携ニュース地域医療連携ニュース地域医療連携ニュース地域医療連携ニュース    

第第第第            号号号号    

クリーンルームが増設されました！クリーンルームが増設されました！クリーンルームが増設されました！クリーンルームが増設されました！    

平成平成平成平成 29292929 年年年年 2222 月月月月    

 

血液内科 医長 本村 小百合 

2017 年 1 月 8 日(日) 読売新聞に当院

血液内科が掲載されました！ 

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

AM 本村 秋山・堤 堤 日台 萩野・村井

PM 澁澤 本村

平成29年1月現在《血液内科・外来予定表》
クリーンルーム写真 



 

 

 

 

 

 

平素より地域の先生方におかれましては大変お世話になっております。2017

年 1 月より当院に常勤医として赴任いたしました。当科は 2012 年に外来が発

足し、2015 年 4 月に当科の医長である大島が初めての常勤医として着任しました。2015 年 10

月からは病床も持ち、リウマチ膠原病患者さんの入院診療も可能となり、地域の先生方にはたくさん

の患者さんをご紹介頂きました。 

前任地の都立多摩総合医療センターでは数多くの救急患者を受け入れており、リウマチ膠原病患者

さんも様々な原因で救急外来を受診されています。関節リウマチ、全身性エリテマトーデスの患者さ

んでの救急外来受診理由を調査したところ、感染症が最多の受診理由でした。リウマチ膠原病患者さ

んはステロイドや生物学的製剤、免疫抑制剤などを服用し易感染性であることも多く、発熱などをき

たして地域の先生方を受診されることも多いかと思います。普段関節リウマチや膠原病を見慣れない

先生方にとってはステロイドや免疫抑制剤などを服用している患者さんの診療にストレスを感じら

れることもあるかと思います。実際には肺炎や尿路感染症など一般的な感染症が最も多いのですが、

時に日和見感染症などをきたし重症化することもあり入院が必要になることもあります。もしそうい

った患者様やお困りの症例がありましたらお気軽に当科までご連絡頂けますと幸いです。 

また当科では痛風や偽痛風などの筋骨格関節内科としての診療や不明熱など診断のついていない

患者様の診療にもあたっております。関節の痛みや腫れが持続する、原因のわからない発熱が続いて

いるなどの患者様がいらっしゃいましたらご紹介頂けますと幸いです。 

本医療圏在住のリウマチ膠原病患者さんが当地域にて安心して標準的な診療が受けられるよう努

力していく所存です。今後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

感染管理認定看護師の鈴木亜希です。院内で感染に携わる業務を行っています。 

冬になるとよく耳にする感染症といえば、ノロウイルスによる胃腸炎とインフルエンザです。今年

度は流行時期が早いといわれ、12 月には注意報、1 月には警報が出された都道府県もあります。多

摩小平保健所管内の地域でも 12 月頃から増加傾向がみられ、たまほくでもお正月にはかなりの患者

さんが来院されました。休みに入り家族が集まったり、初詣やバーゲンなど人が多く集まる場所に出

かけることが罹患する機会を増やします。感染症は様々ありますが、基本の対策はやはり手洗い、う

がいです。昔から言われている事ですが、感染対策の勉強を行っている今、さらにその重要性を感じ

ています。こまめに手を石けんでしっかり洗うだけでも感染拡大防止につながります。 

 そして、最近の感染症として梅毒に罹患している 20 代が増大していると耳にした事はありません

か？また結核の集団発生のニュースも時折報道されます。梅毒も結核も昔の病気と思われがちですが、

梅毒(集計方法が変わっているため比較はできないとは言いますが)は 40 年前と同じ患者数に増大し

ているそうです。結核は毎年 18,000 人が発症し、2,000 人が結核で亡くなっています。古くて新

しい感染症と言えると思います。感染症は伝播します。普段からの体調管理は重要ですが、調子が悪

い、おかしいなと思ったら早めに受診することが大切です。 

 

リウマチ・膠原病科 医員 永井 佳樹 

リウマチ・膠原病科の紹介リウマチ・膠原病科の紹介リウマチ・膠原病科の紹介リウマチ・膠原病科の紹介    
及び新任挨拶について及び新任挨拶について及び新任挨拶について及び新任挨拶について    

感染管理について感染管理について感染管理について感染管理について    
感染管理認定看護師 鈴木 亜希 

 

 

 

 

 

長期病床における口腔環境の維持・口腔機能賦活化は、原因疾患の早期回復、入院期間の短縮につ

ながることは以前から指摘されています。そのような背景の中、当院においては入院患者さんの早期

回復を目的として医師や看護師と連携のもと、口腔ケアチームとして継続的に専門的口腔ケアを施行

し、口腔の環境改善及び機能回復を目指しております。 

今回は経管栄養や胃瘻の患者さんの口腔ケアについて紹介します。 

経口摂取をしないと、口腔乾燥、舌苔の付着、剥離上皮や乾燥痰が口腔粘膜に付着し、肺炎になり

やすい不衛生な状態になります。特に口腔乾燥が著明な症例では、乾燥により粘膜が脆弱で出血しや

すい状態であるため保湿を中心としたケアになります。その場合、口腔ケアの前に保湿ジェルを塗布

し、ジェルを浸透させると剥がれやすくなり、口腔ケアもスムーズに行えます。口腔ケア後は、塗布

したジェルを拭き取り、新たなジェルで粘膜の乾燥を防ぐことにより口腔内環境の改善が認められ、

経口摂取への誘導につながります。 

その他口腔外科に依頼のある患

者さんの病態は様々であり、その患

者さんに必要とされる口腔ケアを

行うように心がけております。 

 

 

 

 

 

 

 

医療連携の一環として、放射線装置による画像、読影の提供を行っています。 

「高度医療機器の利用を、院内、地域連携において一層促進する」として地域連携の受け入れを強

化しています。 

 特にＣＴ装置は平成 28 年 5 月に更新を実施し、撮影時間が短縮されて、きれいな画像が提供でき

ます。ワークステーションで作成する骨や血管なども、今まで以上の画像が提供できます。 

 放射線治療におきましては、強度変調放射線治療(IMRT)を用いて、副作用の少ない照射を心掛けて

います。特に前立腺癌の治療においては、放射線治療の IMRT を用いた外照射、埋め込み型の線源を

使用した永久刺入による治療と治療方法を選択できるメリットがあります。 

 他にも、MRI 装置による MR 画像の提供、SPECT-CT 装置による核医学検査、X 線撮影装置によ

る乳房撮影など放射線科による装置で、できる限りの対応を継続していきます。迅速に対応できるよ

うに心がけていますの

で、必要な時にご利用く

ださい。よろしくお願い

します。 

  

歯科口腔外科 主任 水落 雪乃 

口腔ケアについて口腔ケアについて口腔ケアについて口腔ケアについて    

放射線装置の共同利用について放射線装置の共同利用について放射線装置の共同利用について放射線装置の共同利用について    
放射線科 技師長 中澤 敦 


