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  アンチエイジング（抗加齢）のお話し 緩和ケア勉強会 

町の保健 室 

城山ニューロフォーラム 

 

城山病院の移転後10年 

 平成28年12月22日(木)に当院で「城山ニューロフォーラム」 

 が開催されました。城山ニューロフォーラムは、脳・脊髄・ 

 神経センターと地域の先生方との連携強化、最新の診療技術 

 に関する情報提供を目的に定期的に開催されている会になり 

 ます。 

 今回は脳卒中に主眼を置き、脳血管内治療科部長の盛岡 潤 

 先生と和歌山県立医科大学脳神経外科講師の増尾 修先生より講演をして頂きました。 

 盛岡先生からは「急性期脳梗塞血管内治療の現状と院内体制改善の必要性」をテーマに 

 現状の問題点をふまえ、新たなプロトコールを提示され、質の高い診療の提供の為には他 

 職種間の情報共有とチーム医療が最も重要であることを、会場の先生方と確認されました。 

  

 増尾先生からは「脳卒中に対する脳血管内治療」をテーマに、

脳動脈瘤・脳主幹動脈閉塞症 の治療戦 略について講演して頂きま

した。脳動脈瘤に対してはコイル塞栓術の適応、最新テクニック

や治療後のフォローについて解説頂き、脳主幹動脈閉塞症 に対し

ては非常に予後の悪い病態であるものの、1秒でも早く治療すれ

ば3万個の神経細胞 が救える事から、救急の中でも極めて重要な

疾患であると説明されていました。心原性脳塞栓症 における血栓回収術の成績は向上して

おり、術後再発させ ない為にも抗凝固薬であるDOAC（直接経口抗凝固薬）の特徴を理解

し、適正使用することの必要性を強調されました。慢 性期については、地域の先生方に

とっても身近な問題であり、講演後は活発な質疑がされました。 

 最後に座長の村尾先生からは、脳卒中の症 状だけでは分からない疾患の為、質の高い 

診断が重要であり、治療においても血栓溶解療法は適切な血管内治療が必要な時代であ

り、先端治療を担う当センターの更なる技術向上と地域との連携強化に今後も努めて行

きたい」と会をまとめられました。また、患者さんを「地域で診る」体制作りと、当院

が基幹病院としての役割を果たす為の取り組みを今後も継続していきたいとのことでし

た。 

脳血管内治療科部長 

盛岡 潤先生 

脳・脊髄・神経センター  
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大阪府がんリハビリテーション研修報告会 



 

 

 切らない美容医療には他に注入治療（ボトックス・ヒアルロン酸）があります。眉間・

目じりのしわにはボトックスが効果的です。ボ ツリヌス菌が作る天然たんぱく質から作ら

れた薬をしわに注射することで筋肉を動かす神経伝達を阻害します。筋肉の動きを止め、

しわを解消するものです。当院は腋窩多汗症 （保険適応）に対してもボトックス治療を

行っています。効果は注射後2週間ほどで現れ、半年ほど持続します。 

（※妊婦の方や65歳以上の方は使用ができません。） 

 同じことがヒアルロン酸にも言えます。ヒアルロン酸は目や皮膚、関節などに含まれる

成分で、細胞 の間で水を保持して潤いを与えます。赤ちゃんの肌がみずみずしくハリがあ

るのはヒアルロン酸を多く含んでいるからで、加齢とともに産生量は減っていきます。 

関節の動きを良くする治療が知られていますが、しわの治療薬にも厚生労働省に認可されました。深いしわを引き伸ば

し、たるんだ組織を引き上げる効果があります。ヒアルロン酸は体内にある物質で皮膚とのなじみがよく、安全で注入す

る部位により6か月〜1年程度持続し、繰り返すことで持続期間は長くなります。 

●●  切切ららなないい若若返返りり  

 美容医療＝手術ではありません。病気に対しては健康保険が適用になりますが、美容医療は 

自由診療になります。従来は美容外科のイメージが強く、価格も高く、敷居が高いと思われが 

ちですが、今は切らない、危険でない、高額でない、気に入らなければ元に戻せ る、ソフトラ 

ンディングな美容医療が主流になっています。 

 しみは肝斑、そばかす、老人性のしみ、日光ほくろ、イボなど様々な種類があります。女性 

が悩む肝斑は炎症 性のしみでトラネキサム酸を含む内服薬が有効で、他のしみにはレーザー治 

療が効果的です。レーザー光線は肌を通り抜けて色素細胞 （しみ）だけに吸収され熱を発生

し、色素細胞 を細かく砕き、かさぶたとなります。かさぶたが自然と剥がれ落ちると、しみの

ないキレイなお肌になります。レーザー治療は脱毛を主体とするものもあり、毛穴のお掃除も 

してくれるのでニキビ予防やお肌のケアに効果絶大です。 

形成外科部長 

髙橋 猛 医師 

●●  たたるるみみををななくくすす  

●●  若若々々ししいい人人生生をを提提供供すするるここととででのの地地域域貢貢献献  

 私は形成外科医としてけがや病気によって失われた身体の形態を手術により治療することを専門としてきました。 

アンチエイジングでより若く明るい生活をして頂くお手伝いをすることでの地域貢献の必要性を感じています。病は気か

らとも言われている様に、コンプレックスを取り除くことで元気で健康な生活が待っています。この機会に是非ご相談下

さい。 

             ※他自費診療は男性型 脱毛の発毛治療、脱毛レーザー、美白クリーム処方も行っています。 

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

1診 髙橋・中井 担当医 安藤 - 髙橋・安藤 中井 髙橋・中井 中井 市原 -

金曜月曜 火曜 水曜 木曜

※午後の診察は13:30開始です。  

※曜日によって受付時間が異なる場合がありますのでご注意ください。 

※赤字は女性医師 

●●  形形成成外外科科・・美美容容外外科科外外来来担担当当表表  

受付時間：月～金曜日／午前 8：30～12：00   

           午後13：00～15：30 

診療時間：月～金曜日／午前 9：00～12：30 

           午後13：30～16：00 



 

 

 

 

  

 平成29年1月12日（木）に当院のカンファレンスホールにてベルランド総合病院から 

山﨑 圭一先生にお越し頂き、緩和ケアの勉強会が行われました。 

 緩和ケアとは、がんと診断された時から患者・家族の苦痛を和らげるケアの事を指しま

す。「緩和ケア」＝「終末期に行うもの」と誤った認識がありましたが、改めて緩和ケアに

ついて再認識させられました。また、「病気を診る」ではなく「人を診る」という価値観を

合わす事で患者さんの意志を尊重したサポートをしていく事が大切になります。その為には

医師や看護師だけでなく多職種の方々と情報を共有していく事が重要と話されていました。 

 緩和ケアに対する各職種の主な活動と今後の取り組み

についてお聞きする事ができた

ので紹介させて頂きます。 

 

 ● 各職種の活動 

  栄養科ではセレクト食や個人対応など、できるだけ

患者さんの嗜好に合った食事を提供する事を心掛けて

います。食事でお困りな患者さんがいらっしゃいまし

たら相談して下さい。 

 

リハビリテーション科 栄養科 

   様々な場面で相談・サポートができる環境作りを目

指し、患者さんの意志を尊重したケアができるように

援助していきます。 

 PT･OT･STで協力し、「痛みを取る」「歩く」「手紙

を書く」「ご飯を食べる」などの視点から、患者・家

族さんのQOL（クオリティ・オブ・ライフ）の向上を目

指して介入していきます。  

  ACP（アドバンスケアプランニング）を行い、緩和

ケアに対する患者・家族の満足度を向上させていきた

いです。 
薬剤科 看護部 

ベルランド総合病院 

乳腺センター・緩和ケア科 

山﨑 圭一先生 

＜主催者より＞ 

 平成29年1月23日（月）に当院のカンファレンスホールにて大阪府がんリハビリテーショ

ン研修報告会が行われました。現在、病院全体で緩和ケアに向けて動いており、11月より 

がんリハビリテーションを開始させていただいています。消化器外科を中心にリハビリ介入

をさせて頂き、今後は消化器内科・血液内科にも介入していこうと考えています。 

 今回の研修を通じて、患者様だけでなく、家族様にも目を向けて今後の方向性を決定し、

リハビリを考える必要があると感じました。また、どのような疾患に対しても、各部門で専

門性を高めていくことは必要になり、がん患者に対する高度な医療が求められる現代医療に

おいて、各部門で連携・協働していくことがより重要となってきます。リハビリも機能改善に

捉われず、時期に応じて動作改善を図ることが必要です。より人としての生活を尊重し患者様

に関わっていくことができるようにこれから頑張っていきたいと思います。 

                     がんリハビリテションの治療や術後リハビリの必要性を聞く事ができ、知識を深める 

事が出来ました。また、がんリハビリテーションの新設によるリハビリの必要性・重要 

性について再認識する事ができ、がん患者への不安感と向き合いながら、患者・家族の

ニーズに応える職種の一つとしてリハビリスタッフの役割は大きいと感じました。   

リハビリテーション科 理学療法士 

～参加者からの感想～ 



 

 

 

 

〒583-0872 大阪府羽曳野市はびきの２－８－１ 

患患者者ササポポーートト部部  地地域域医医療療連連携携室室  

福祉医療相談員（ＭＳＷ）
    Tel 072-958-1000（代表） 

    Fax 072-959-0800  

    担当：梅原、三浦 

 

＜関連病院・施 設＞

医療法人春秋会 介護老人保健施 設 きし 

脳神経外科 外科・消化器外科 形成外科 眼科

神経内科 消化器内科 美容外科 皮膚 科

心 臓血管外科乳腺外科 血液内科 放射線科

循環器内科 肛門外科 腎臓内科 救急科

内科 整形外科 泌尿器科

麻酔科 リハビリテーション科

城城山山病病院院のの移移転転後後1100年年  

シリーズ④ 手術件数について 

年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

手術件数 2,116件 2,331件 2,415件 2,330件 2,398件 

 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

手術件数 2,764件 2,978件 3,182件 3,216件 3,420件 

 この10年で手術件数はおよそ1.6倍に増加！ 

単単位位((件件))  

 

 平成29年2月16日（木）に城山病院1階のエントランスホールで四天王寺大学の学生

さん達による「町の保健 室」が開かれました。参加頂いた学生の方より感想を頂きま

したのでご紹介させ て頂きます。 

【 学生さんの感想 】 

 ＜四天王寺大学 保健教育コース＞ 
 

  森本 鈴未さん 横井 春菜さん 池田 真美さん 

  西堀 愛さん  渡部 紋音さん 高見 利穂さん  

  鷲野 七海さん 

 「歯と体の健康」というテーマで患者さんに歯周病や歯の磨き方について健康教育

を行いました。歯についてのクイズや歯ブラシを実際に使用し、一緒に歯磨きの練習

を行いました。また、歯周病のチェックシートと正しい歯の磨き方を紹介した資料を

配布し、自宅でも実践して頂けるようにしました。1回目の発表では、満足のいく発表 

ができなかったのですが、反省点を改善し、2回目では患者さんにも参加できるような工 夫をした

事で積極的に楽しんで聞いて頂く事が出来ました。 

 この「町の保健 室」を通して、歯と体の健康について見直し、より良い生活を送って頂けたら

嬉しいです。将来、養護教諭になった時にこの貴重な体験を活かしたいと思います。 
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 城山病院は平成18年に現在の場所に移転してから10年を 

迎えました。この10年の成長をご覧ください。  




