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『糖尿病ケアチームの紹介』
『骨折を中心として外傷の救急についてお話を伺いました』
『着任医師のご挨拶』
『蘇生会総合病院 連携先医院のご紹介』
当院は財団法人日本医療機能評価機構
『蘇生会総合病院 指針』
による病院機能評価の認定病院です。

糖尿病ケアチームの紹介

糖尿病ケアチームのメンバー

糖尿病教室の様子

糖尿病内科部長

上野

糖尿病教室の様子

宏行

私たちのチームは、医師・看護師・薬剤師・管
理栄養士・健康運動指導士・臨床検査技師・事
務職員で構成されています。糖尿病の治療は 3
本の矢に例えられ、食事療法 ( 管理栄養士 )・
運動療法 ( 健康運動指導士 )・薬物療法 ( 医師・
薬剤師 ) を各専門分野が担当するのが理想で
す。さらに、自分の置かれている状況を把握す
るためには検査の内容を理解し、様々な糖尿病
の合併症から身を守っていく術を一緒に身につ
けていく必要があります。そのために、定期的
な糖尿病教室やスタッフ向け糖尿病勉強会を開
催しております。糖尿病関連の情報を患者様へ
直接発信し、スタッフの知識向上に貢献し、間
接的によりよい医療を提供できるように努めて
います。
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管理栄養士の栄養指導の様子

内科 / 糖尿病専門外来

田川

知子

2010 年から ( 月 )、( 水 )、( 金 ) の糖尿病外
来を担当しています。早いもので今年で 10 年
目となりました！糖尿病の合併症は多岐にわた
るため、眼科・脳神経外科・循環器内科・腎臓
内科・泌尿器科などと連携して治療にあたって
います。糖尿病教室では、毎回できるだけ新し
い内容を取り入れ、セルフケアの力を高めても
らえるように努めています。糖質制限を話題に
した時には 80 名以上ご参加くださり、
「食べ
て治す」ことへの関心の高さを目の当たりにし
ました。これからも、上手に食べて糖尿をうま
くロールできるような食養生の啓蒙に力を入れ
てきたいと思っています。何か心配事がありま
したら、お気軽に糖尿病外来を受診してみてく
ださい。

看護師 / 村上 恵子

薬剤師 / 藤井

亮

糖尿病は生涯にわたり生活調整を必要とする病
気で、患者さんのセルフケアの継続が何より大
事なことになります。糖尿病の病気の特徴を理
解し、上手な付き合い方を習得していただくこ
とは、病気の進行や合併症の予防に繋がります。
私は糖尿病ケアチームの一員として、糖尿病専
門医師・薬剤師や他のスタッフと共に糖尿病教
室を通して、フットケア・夏場や冬場の生活等
についてお話させていただいております。限ら
れた外来受診の時間では聴けない、患者さんの
疑問などをお聞きしたりする場になっています。
また、昨年秋には、宝ヶ池で開催されたウォー
クラリーのボランティアとして、参加させてい
ただき、当院の患者さんとともに楽しい時間を
過ごさせていただきました。今後も糖尿病の皆
さまがセルフケアの習得と持続をしていただい
て、病気に負けないように過ごしていただける
ことを願っております。

薬の説明を通し、患者さんの積極的な薬物治療へ
の参加を促すことは薬剤師の大きな役割です。糖
尿病に対する、知識を深め、治療への意欲が高ま
るよう、医師・看護師・その他多職種と共に、年
に数回、糖尿病教室などを開いております。また、
医師と連携のもと、インスリン等の自己注射薬の
使い方は、外来・入院ともに全例薬剤師が指導し
ます。当院薬剤部は 1 階受付隣横にございます。
お薬のことでわからないこと、不安なことがあり
ましたらいつでも相談して下さいね。
管理栄養士 井上貴美子

検査科では、血糖や HbA1c の値を調べる血液
検査・尿糖や尿蛋白を調べる尿検査また、動脈
硬化などの糖尿病合併症を調べる ABI、FMD の
検査を行っています。糖尿病チームに参加して
まだ日は浅いですが、自己血糖測定器（SMBG）
の説明や糖尿病教室の参加などを行っていきた
いと思います。

糖尿病の治療の基本は、食事療法・運動療法・薬
物療法です。特に食事療法は、良好な血糖コント
ロールのため、治療の中心となってきます。栄養
管理科では、糖尿病の食事療法について、毎回様々
なテーマに沿って、わかりやすく説明するよう心
がけています。糖尿病の食事療法は、健康食や長
寿食とも言われていますので、ご家族一緒に実践
できるような食事、今日から心がけてみようと実
際に行動に移せるような食事の工夫について、お
話していきたいと考えています。また、実際の病
院の糖尿病食の実物もご覧いただけます。食事の
内容や食事量の確認に役立つと思います。なお、
患者様の設定カロリーに合った食事療法について
は、主治医の先生とご相談のうえ個人の栄養指導
をご予約ください。

相談員 岩田 昌也

健康運動指導士 / 松本

糖尿病教室では年四回、糖尿病に関わる講座を
開催しています。糖尿病は食生活や服薬管理な
ど日々の過ごし方が大きく関わる疾患です。教
室では病気自体の知識だけでなく、生活に役立
つことも取り上げお伝えしています。そのため、
糖尿病患者様だけでなく、ご家族が糖尿病を患っ
ている方や、糖尿病以外の疾患で外来受診や入
院をされている患者様にも是非参加していただ
ければと思います。また、状況に応じて介護サー
ビスなどを利用し生活を保つことも必要になり
ます。疾患に関すること以外でも生活上でご不
自由があれば、1 階受付で相談員までお気軽に
ご相談ください。

糖尿病治療において食事と運動は非常に重要とさ
れています。健康運動指導士の役割は患者様に合
わせた運動プログラムの提供と運動の習慣化のサ
ポートです。主には入院中の運動指導を担当して
います。
「運動が大事と言われても何をどのぐら
いやったらいいのかわからない」
「運動ってちょっ
と苦手」そんな方にも続けてもらえるようなプロ
グラムを作成、
「これぐらいならできるかも」を
積み重ねることで血糖のコントロールに繋げてい
きます。いつでも、どこでも、ひとりでも、そし
てそれを長期間継続できるよう、サポートさせて
いただきます。

臨床検査技師 / 白畠

大地

泳子
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骨折を中心として外傷の救急についてお話を伺いました
救急科の吉川です
今回は骨折を中心とした外傷の救急について、
整形外科の満（みつる）先生にお話を伺いました。

Ｑ1.

当院の救急患者のうち、およそ 20% が
整形外科の方でした。結構多いですね！

Ａ 交通事故やスポーツでの怪我、高齢者の転倒などで受診される
方が多いです。受傷後は動けないことも多いため、救急車での
搬送も必要となり救急科受診が多くなっている原因と考えます。

Ｑ2.

どんな方が救急に来られるんですか？

Ａ 交通事故や、スポーツ外傷、高齢者の転倒による大腿骨頚部
骨折、上腕骨骨折、橈骨遠位端骨折、圧迫骨折など、急性腰
痛症や腰椎椎間板ヘルニアで動けない人などが多いです。

Ｑ3. 事故の場合、どんな外傷が多いですか。
Ａ 車の追突事故だと頸椎捻挫や腰椎捻挫、四肢打撲など、比較的
軽症の場合が多いです。バイクでの事故だと骨折を伴うことが
多くなってきます。場合によっては開放骨折といって骨が体か
ら飛び出すような骨折も起こります。

Ｑ4. 事故に限りませんが、後遺障害が問題になりますよね？
Ａ 追突事故による頚椎捻挫でも後遺症は残る場合があります。ひ
どい痛みが残ることは少ないですが、頚部の違和感や凝り、上
肢の痛みや痺れが残念ながら残ることはあります。骨折などを
伴えば骨折部分の痛み、骨折した場所付近の関節の痛みや腫れ、
動きの悪さといった後遺症が残ることがあります。

Ｑ5. 最近は高齢者の外傷が増えて来ている印象があります。
Ａ 超高齢社会といわれていますのでやはり高齢者の外傷は多いで
す。特に女性は骨密度低下により骨が弱くなりますから転倒し
た際の骨折のリスクは高くなります。実際、我々も高齢者の骨
折の治療を多く行っております。
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Ｑ6. 高齢者に特有の外傷について教えて下さい。
Ａ 尻餅をつくように転倒すると腰椎や胸椎の圧迫骨折、大腿骨頚
部骨折が起こりやすくなります。手をつく形で転倒すると手首
での骨折、肘関節の骨折などが起こります。肩から倒れれば上
腕骨骨折や鎖骨骨折など、横向きに転倒し、臀部あたりを打つ
と大腿骨転子部という場所を骨折することが多いです。脇腹を
ぶつけて肋骨骨折を起こしてしまう人も結構います。

Ｑ7. どういった治療が必要になりますか？
Ａ 現在当院にて高齢者の骨折で多いのは、大腿骨頚部骨折、橈骨
遠位端骨折、上腕骨骨折、圧迫骨折です。どれも転倒にて起こ
る骨折です。大腿骨頚部骨折は手術をしないと寝たきり、もし
くは車椅子生活になってしまうので基本的に手術が必要になり
ます。橈骨遠位端骨折や上腕骨骨折は骨折のずれがほぼない場
合を除けば手術加療を勧めています。その方が日常生活への復
帰が早まるためです。圧迫骨折は緊急で手術が必要になること
は稀ですが痛みで動けないため入院となる場合が多いです。い
ずれもリハビリ加療も必要になることが多いです。

Ｑ8. 予防するためには必要なことがあれば教えてください。
Ａ 高齢者の場合、転倒によるものがほとんどであるので、とにか
く転倒しないようにすることです。何も持たずに不安定な歩行
なのであれば杖でしっかり歩行した方が転倒リスクは減りま
す。押し車歩行もいいと思います。しかし筋力低下は転倒に繋
がるため、しっかりと歩くことも続けなくてはなりません。女
性は骨密度がどうしても低下してしまうので、骨粗鬆症の評価
をして必要なら治療を行って、骨折のリスクを減らすことが大
切だと考えます。

外傷は突然起こります。手術を含めた治療が必要になることも多いです。
また、骨折しないためには転倒の予防も大事ですね。
満先生、ありがとうございました！
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着任医師のご挨拶
脳神経内科・部長 / 吉川

健治 (Kenji Yoshikawa)

平成 31 年 1 月より脳神経内科部長に着任いたしました，
吉川健治と申します。
平成 3 年に京都府立医大を卒業後、同大学院、神経内科助教・講師を経て、
Hachinsiki 教授が立ち上げられた世界初の SCU( 脳卒中ケアユニット ) へ臨床
留学しました。帰国後、済生会京都府病院、星ヶ丘厚生年金病院 SCU 等の勤
務を経て、当院に参りました。諸先生方のご指導を賜りつつ、これからも脳卒
中診療に取り組みます。
診るのは Stroke だけではありません。ALS や脊髄小脳変性症等の神経難病
の診断・治療・リハビリ・レスパイト入院の他，人工呼吸器や胃瘻の管理等の
難病訪問診療も行ってきました。脳炎や重症ギラン・バレー症候群・てんかん
重積に対する Neuro-ICU 的治療や，片側顔面痙攣や片麻痺後筋痙縮等の不随
意運動症に対するボツリヌス毒素療法も得意です。認知症診療の世界的権威で
もある Hachinski 先生の薫陶を受け，各種認知症診療にも習熟しております。
患者さんのために、一人の脳神経内科医として、超急性期から慢性期まで、
できる限りのことを尽くしたいと考えております。よろしくお願いいたします。

放射線科・部長 / 金子

昌信 (Masanobu Kaneko)

平成３１年２月より、蘇生会総合病院に放射線科部長として着任いたしまし
た、金子昌信と申します。
平成１２年に滋賀医科大学放射線科入局後は、宇治徳洲会病院、近江八幡市
立総合医療センター、宇治徳洲会病院、三菱京都病院の順に勤務し、放射線画
像診断、IVR（インターベンショナル・ラジオロジー）を専門に医療に携わっ
てきました。
特に、宇治徳洲会病院では救急画像診断に興味を持ち、急性腹症や多発外傷
など多数の救急疾患の診断にかかわってきました。また IVR 医として、腹腔
内出血や骨盤骨折、喀血に対する緊急の動脈塞栓術を多数経験してきました。
当院でも、今までに得た知識と経験をいかして画像診断の質の維持 / 向上を
目指し、お手伝いさせていただきたいと思います。
また、各診療科・地域とのコミュニケーション強化も大事にしていきたいと思っ
ております。
今後ともよろしくお願いいたします。
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蘇生会総合病院

連携先医院のご紹介

松山医院
院

長：松 山

■内科

南律

■循環器内科

■呼吸器内科

平成 20 年に久我で開院しました。蘇生会総合病院に勤務
していたこともあり病診連携は良好にとらせてもらっていま
す。当院では高血圧・不整脈・気管支喘息・COPD・糖尿病
等の患者様の外来診療を行っています。
また、在宅支援診療所として病院に通院できない高齢者の方・
パーキンソン病や全身エリテマトーデス等の難病の方・脳血
管疾患で要介護５の方・がん等の看取り希望の方の訪問診療
を行っています。今後さらなる高齢化社会に向けて地域医療
を担う一人として不安は大きいのですが、蘇生会総合病院を
はじめする高次医療機関・地域包括支援センター・訪問看護
ステーション・歯科医院・薬局等の多種職の連携で正面から
取り組みたいと思います。

【診療時間】
月

火

水

木

念

土

日・祝

16：00 ～
19：00

【所在地】京都市伏見区久我東町 1-55
【電 話】075-932-0601
【休診日】毎週水・土午後、毎週木午前、
日祝祭日
【駐車場】4 台有
【Ｈ Ｐ】http://matsuyamaclinic.com/

蘇生会総合病院
理

金

9：00 ～
12：00

指針

患者様の義務

思いやりの気持ちで心とからだの蘇生を

他の患者様の迷惑となる言動をしない

基本方針

臨床倫理の方針

① 最新で質の高い医療
② 誠実で正しい医療
③ 地域社会に貢献できる医療
④ 急性期疾患と慢性期疾患とを含めた総合的医療
⑤ 患者様の権利を尊重した医療
以上を提供する

患者様を中心とした公正な医療を提供するため
に、次のとおり臨床倫理の方針を定めます。

患者様の権利
①
②
③
④
⑤
⑥

人として人格を尊重される権利
診療内容について十分な説明を受ける権利
納得のいかない診療を拒否する権利
自分の受けた診療について知る権利
清潔な環境で診療を受ける権利
プライバシーを保護される権利

① ｢患者様の権利｣を尊重した医療を提供します。
② 個人情報の保護と職務上の守秘義務を遵守し
ます。
③ 診療行為に関する関係法令を遵守します。
④ 国籍、人種、信条などに左右されることなく、
公平な医療を提供します。
⑤ 生命の尊厳に関する医療行為や臨床研究など
は、
倫理委員会で審議を行い、
方針を決定します。
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JR 京都駅・地下鉄京都駅八条口より

①京阪「中書島」ルートのご案内

所要時間︓約 29 分

至京都南 IC

アールそせい

所要時間︓約 16 分

P

第２アールそせい

無料シャトルバス
乗車位置

京都信用金庫

センター

至淀

出光 GS

京都駅

２
「国道大手筋」 大手筋通
バス停
「西大手筋」
バス停
「中書島」
バス停

高速道路より

京都南インターより、国道 1 号線南へ 2 キロ 阪神高速 8 号～国道１号線角
阪神高速８号京都線 城南宮南出入口より南下
大手筋通り西進 国道１号線

１

至淀屋橋

至大阪

4

無料
シャトルバス
乗車位置

京阪中書島駅

24

号線

鳥羽大橋

大手筋通

横大路

外環状線

伏見
桃山
中書島

24

線
号

宇治川

至巨椋池 IC

外環状線
道
国

国道１号線

〒612-8473
京都市伏見区下鳥羽広長町 101 番地
TEL : 075-621-3101（代）
FAX : 075-612-5790

桃山御陵前

三栖公園

蘇生会

蘇生会総合病院

丹波橋通

※表示の時刻表は平成 27 年 10 月 1 日現在のものです。予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。
最新の時刻表は院内で掲示・配布しておりますのでご確認下さい。

蘇生会総合病院 送迎バス 時刻表 ※日曜・祝祭日は運休※
①京阪「中書島」ルート
中書島駅 発

7

30 45

8 00 15 30 45

西大手筋 発

7

②地下鉄・近鉄「竹田」ルート

病院前 発

32 47

8 02 17 32 47

7

竹田駅 発

37 52

8 07 22 37 57

病院前 発

7

30

7

8 05

35

8

20

35

9

20

9 05 25

45

9 07 27

47

9

17 37 57

9

10 05 25

45

10 07 27

47

10

17 37 57

10

10

50

11

27

57

11 05

11

50

12

17 37 57

12 05

12

50
50

11 05

11 07

35

12 05 25

45

37

12 07 27

47

13 05

35

13 07

37

13

27

57

13

35

13

14 05

35

14 07

37

14

27

57

14

35

14

15 05

35

15 07

37

35

15

15

27

57

15

16 05 20 35 50

16 07 22 37 52

16

15 30 45

16

16

17

17

17 10 25 40 55

17 05

17

20

18

15 35 55

18 05

18

20

19

15

19

19

15 30 45

18 00 20
19 00

40

17 32 47

18 02 22
19 02

42

20
50
50

編集︓蘇生会総合病院広報企画委員会

下鳥羽

近鉄京都線
丹波橋

月曜日から土曜日まで運行しております。
どうぞご利用下さい。
（日曜日・祝日は運行なし）
。
何かご不明な点があればお問い合わせ下さい。
時刻表は病院玄関横または受付にございます。

無料
シャトルバス
乗車位置

阪神高速８号京都線

鴨川

城南宮
パルスプラザ

名神高速道路

竹田

ＪＲ奈良線

京都南 IC

※渋滞時に右記地図とは違うルートを通る場合がございます。
※竹田ルートの乗車位置は竹田駅西口４番出入り口から、高速道路
の高架をくぐって道路を渡り、右側５０メートル程進んだ付近の
歩道上でお待ちください。停留所等の目印はございません。

京阪本線

油小路通

桂川

バスの走行ルートは 2 系統ございます。
①京阪「中書島」ルート（右記上部地図参照）
②地下鉄・近鉄「竹田」ルート（右記下部地図参照）

国道

②地下鉄・近鉄「竹田」ルートのご案内

無料シャトルバス

発行︓医療法人社団蘇生会

ローソン

大手筋商店街

月発行

ガリバー

市バス 19、20、22 国道大手筋下車 所要時間︓約８分
タクシー 所要時間︓約５分

61

薬局 サイバーナイフ

蘇生会
総合病院

京阪中書島駅より

P

至出町柳駅

地下鉄竹田駅・近鉄竹田駅より
市バス南３ 国道大手筋下車
タクシー 所要時間︓約７分

駐車場
P

壕川

国道大手筋下車

東高瀬川

市バス 19

蘇生会総合病院会報 第 号 ２０１９年

地図・交通のご案内

