■大阪府AED・BLS講習会
【開催場所】済生会千里病院東館３階講堂
平成22年8月4日(水)、9月8日(水）、10月13日(水)9：00 ～ 13：00開催※予定

第7号

■肝臓病消化器病教室
平成22年8月・10月・12月開催※予定
※開催スケジュールは変更になる場合が
あります。予めご了承ください。

（平成２２年７月号）

■第42回登録医会総会並びに学術講演会
平成22年9月11日(土)開催※予定

■第５回院内メディカルラリー
平成22年11月 23日（祝)開催※予定

■糖尿病教室
平成22年7月5 日(月)開催※予定

平成22年10月 4日(月)開催※予定

平成22年8月2 日(月)開催※予定

平成22年11月 1日(月)開催※予定

平成22年9月6 日(月)開催※予定

平成22年12月 6日(月)開催※予定

病窓からみる千里南公園の緑が目に染みる季節となりました。
病院西玄関の植木の間に狸の彫刻像があります。1979年に前身の保健医療会
館が建設された際、作成されたモニュメントで、作者はニューヨーク近代美
術館特別会員の流政之氏です。彫刻は、石を割った荒い面と、磨いたつやや
かな面の同時技法で作られています。狸は千里を文字ったもので、“ぽんた”
と呼ばれ、患者さんたちが自分の患っているお腹や手足等をさわって全快を
祈っています。
この春にも多くの有能なスタッフを迎えました。船越呼吸器内科部長、西
野千里救命救急センター副センター長、麻酔科岩重副部長などです。地域の
中核病院としてまた救急医療の中枢としてますます充実した体制の整備が進
んでいます。
今後も当院の医療の理念である「安全で良質な医療を心をこめて提供」で
きるよう研鑽してまいります。よろしくお願いします。
院長

林

亨

頭痛について
頭痛を感じたことのない人は少ないのではないでしょうか。風邪をひいて熱がでても、二日酔いでも頭痛はしま
す。また脳卒中の発作など非常に重い病気のときにも頭痛はおこります。
頭痛は「頭痛そのものが病気」である一次性頭痛と、何かほかの病気によっておこる二次性頭痛に分けられます。
一次性頭痛で多いのは、頭部の血管が広がって神経が圧迫され、心臓の鼓動にあわせてズキンズキンとする痛みが
特徴的な「片頭痛」です。もう一つは、精神的なストレスや（コンピュータ操作や自動車運転など）長時間の無理
な姿勢によって、首の筋肉が緊張して血液の循環が悪くなり、後頭部の締め付けるような、押さえつけられるよう
な痛みが出る「緊張型頭痛」です。これらの一次性頭痛はいろいろな検査をしても異常をみつけることがなく、そ
れゆえ「頭痛そのものが病気」といわれるゆえんです。
一方この一次性頭痛に対して、明らかな何らかの病気があり、それに伴って頭痛が起こる場合があります。これ
を二次性頭痛といい、重症の疲れ目である眼精疲労や緑内障発作、副鼻腔炎、虫歯などの病気によって頭痛がおこ
ります。忘れてはならない二次性頭痛には脳腫瘍や脳卒中によるものもあります。
一次性頭痛の場合には市販の頭痛薬を服用することにより、だいたい頭痛を押さえることが可能ですが、ここで
注意が必要です。頭痛薬を飲まないと我慢できないような頭痛がひと月に三度四度とあるような場合には必ず病院
で診察を受けてください。頭痛薬を多く飲み過ぎることによっておこる「薬剤誘発性頭痛」もあるからです。頭痛
で市販の頭痛薬を手放せないような状態にある人は要注意です。
二次性頭痛の場合にはその原因を適切に治療しないと頭痛はおさまりません。特に脳卒中に伴う頭痛では、意識
が悪くなったりしますが、このような場合には直ちに治療を開始しないと生命に危険が及ぶ可能性すらあります。
一刻も猶予のできない頭痛です。
頭痛は多くの人が経験する症状ですが、簡単なようで難しい症状です。特に下にあげたような頭痛はすぐに対応
してください。

より

●第47回 平成22年2月3日（水）
                  「小腸内視鏡、カプセル内視鏡について」
   第48回 平成22年4月12日（月）
「ピロリ菌について」
   第49回 平成22年6月5日（土）
「肝臓病に対する最新の医療政策について」
2 ヶ月に１回のペースで開催し、毎回当院の医師・看護師・
薬剤師・管理栄養士など専門スタッフがサポートし、肝臓病や
消化器病の説明や療養指導などを行っています。

■母親教室

無料低額診療事業をご存知ですか？
■医師の紹介

こんな頭痛は要注意！
向仲第三診療部長

■肝臓病消化器病教室

今すぐに病院に行ってください。
済生会千里病院 第三診療部長
①今までに経験したことのないような、
当院は、社会福祉士等の資格を持ったソーシャルワーカーが６名勤務
向仲 真蔵 ( むかいなか しんぞう）
非常に激しい頭痛
【プロフィール】
し、病気に伴っておこるさまざまな課題について、相談をお受けしてお
②急に発症する頭痛
●専門分野：救急医学
ります。例えば、医療費や生活費のこと、介護保険や福祉サービス、在
●主な経歴：京都府立医科大学卒業（1979 年卒）
③発熱やけいれん、嘔吐を伴う頭痛
京都市立病院
宅医療のこと、自宅への退院が難しいなどのご相談に乗っております。
国立循環器病センター
④意識障害を伴う頭痛
●所属学会・認定医：
特に当院は、社会福祉法人立の病院として、社会福祉法第２条第３項
日本救急医学会認定医 日本救急学界
⑤認知障害や混乱などの精神症状を伴う
日本外傷学界
日本臨床救急医学会
に基づく「無料又は低額な料金で診療を行う事業」の実施施設です。医
頭痛
日本心臓病学会
日本冠疾患学会
療費については、当院の規定により、事情に応じて減額や全額免除する
ことができます。あきらめないで、どうぞ、ご相談下さい。

３階デイルームで月２回（第１木・第３土）開催し、助産師
が妊娠後半期のマイナートラブルや分娩経過・入院方法につい
て解りやすくお話しております。ご家族様の参加もお待ちして
おります。ご予約・お問い合わせは産婦人科外来まで。

大阪府の常勤看護職員離職率は、17.3%で都道府県別ワース
ト２（全国平均 12.6%）、新卒看護職員離職率は12.0%（全国平
均 9.2%）です。〔日本看護協会2008年調査〕
そんな中、当院看護部では『平成21年４月１日採用新卒看護
職員37名の離職ゼロ』が一番嬉しい出来事でした。今春は新卒
33名を含む42名が仲間入り。私たちは、看護部理念“その人が
その人らしくあるように”を胸に刻み、一生懸命看護に取り組
みます。写真は、今春採用の看護職員たち（左）と採用時研修
風景（右）です。

無料低額診療事業をご存知ですか？

時～１２時。秘密は厳守し、相談料は保険請求できるもの以外は無料で
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＊ 1 退院患者数 + 在院患者数（24 時現在）を暦日数で割ったもの

1 月 18 日
2月 1日
3月 1日
4月 5日

「あなたのお薬わかりますか？」
「血糖値とＨｂＡ 1 ｃ」
「糖尿病まとめ」
「糖尿病の薬物療法」
  
「糖尿病の食事療法 春の献立」
● 平成 22 年 5 月 10 日 「糖尿病の合併症」
「フットケアについて」
● 平成 22 年 6 月   7 日 「動脈硬化と経動脈エコー検査につ
いて」
  
「糖尿病の運動療法」

■日本ＤＭＡＴ・大阪ＤＭＡＴ活動報告
(Ｈ22.5月現在、日本ＤＭＡＴ ３チーム・大阪ＤＭＡＴ ４チーム)
＝院外活動＝
●平成22年１月10日
豊中消防主催 豊中市消防出初式参加

豊中市大門公園

●平成22年１月８日～９日
大阪DMAT養成研修 大阪赤十字会館
●平成22年１月29日
日本ＤＭＡＴ技能維持研修 （ブラッシュアップ研修）
国立病院機構大阪医療センター 緊急災害医療棟

■第42回 登録医会総会並びに学術講演会

歯科
口腔外科

数

退

入

目

平成 22 年
平成 22 年
平成 22 年
平成 22 年

●平成22年１月30日
近畿災害医療ロジスティックス・ＳＣＵ特化研修会
大阪府立急性期・総合医療センター

す。
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●
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■「看護部 新入職者研修」

ご相談は、福祉相談室まで。月～金の午前９時～午後４時、土曜は９

当院は、社会福祉士等の資格を持ったソーシャルワーカーが６名勤
務し、病気に伴っておこるさまざまな課題について、相談をお受けし
ております。例えば、医療費や生活費のこと、介護保険や福祉サービ
ス、在宅医療のこと、自宅への退院が難しいなどのご相談に乗ってお
ります。
特に当院は、社会福祉法人立の病院として、社会福祉法第２条第３
項に基づく「無料又は低額な料金で診療を行う事業」の実施施設です。
医療費については、当院の規定により、事情に応じて減額や全額免除
することができます。あきらめないで、どうぞ、ご相談下さい。
ご相談は、福祉相談室まで。月～金の午前９時～午後４時、土曜は
９時～ 12 時。秘密は厳守し、相談料は保険請求できるもの以外は無
料です。

■糖尿病教室

＊ 2 在院患者数（24 時現在）を（新入院患者数 + 退院患者数）／ 2 で割ったもの

・日 時 ： 平成22年４月17日（土）
・場 所 ： 千里ライフサイエンスセンター ５階 サイエンスホール
第１部
演題「Ｃ型肝炎治療の新たな展開」
講師 大阪大学大学院医学系研究科
内科系臨床医学専攻
消化器内科学 講師
平松 直樹 先生
第２部
演題「当院における術後回復強化
プログラム導入後の成績」
講師 済生会千里病院
消化器外科部長 太田 博文
演題「ビスフォスホネート製剤と顎骨壊死について」
講師 済生会千里病院
歯科･口腔外科部長 道澤 雅裕
演題「乳癌診療における最新知見」
講師 済生会千里病院
乳腺内分泌外科部長 北條 茂幸

●平成22年３月19日
豊能災害医療セミナー
３階訓練室

豊中市北消防署東泉丘出張所

＝院内活動＝
●平成21年11月30日
ＪＤＲ・ＨｕＭＡ活動報告会

東館地下１Ｆ職員食堂

－
－

