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震え、歩行困難、
筋肉のこわばり……。

知っておきたい

神経の病気

日赤医療センターの基本理念
赤十字精神『人道・博愛』の実践
『人道・博愛』の赤十字精神を行動の原点として
治療のみならず
健康づくりから
より健やかな生涯生活の維持まで
トータルでの支援サービスを提供します

Series
専門看護師・認定看護師の知恵袋
ママと赤ちゃんの
HAPPY BIRTH ROOM
はい、こちら管理栄養士、
栄養相談室です
なんでも大辞典
写真：大島里香/アフロ

高齢化に伴い神経疾患の患者数が増加しています︒
脳卒中や認知症は多くの人が知っている疾患ですが︑
運動機能障害が主症状のパーキンソンについては
あまり知られていません︒
今回は︑その症状の特徴や診断の難しさから︑
気付かぬうちに進行してしまうことの多い
パーキンソン病／症候群を中心に紹介します︒

脳︑神経︑脊髄︑筋肉に関する疾

たパーキンソン病などの神経変性疾

となる疾患は︑脳卒中や認知症︑ま

が私たち神経内科の役割です︒対象

必要とする患者さんの診療を行うの

は増加傾向にあり︑神経内科診療の

に伴って︑こうした疾患の患者さん

症など︑多岐にわたります︒高齢化

患︑脳炎や髄膜炎といった神経感染

診療を受けていただくための︑各医

される大勢の患者さんにスムーズに

当センターの特徴は︑受診を希望

ニーズは高まっています︒

患のうち︑服薬などの内科的治療を

神経内科の役割とは？

日赤医療センターの神経内科の特徴や︑パーキンソン病／症候群について橋田医師に聞きました︒

神経の病気

知っておきたい

震え︑歩行困難︑
筋肉のこわばり⁝⁝︒

特集
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た外来治療を要する患者さんには地

院を勧めたり︑再発予防を目的とし

者さんにはリハビリ専門病院への転

に限界がありますから︑回復期の患

独では病棟や外来のキャパシティー

療機関との連携です︒当センター単

あると考え整形外科を訪れる患者さ

らない︑あるいは骨や筋肉に原因が

加齢による衰えだと思い病院にかか

ほどかかりやすい病気なので︑単に

た症状から始まります︒高齢になる

のこわばりや震え︑動作緩慢といっ

パーキンソン病／症候群は︑筋肉

です︒

し﹂とされてしまうケースが多いの

科の 診 察では 特 定できず︑﹁ 異 常な

因は神経系にありますから︑整形外

パーキンソン病／症候群の実際の原

んが少なくありません︒ところが︑

います︒

に確実な診断ができると期待されて

うになってきており︑これまで以上

︶
ラフィー検査 ︵注２で
見分けられるよ

ン症候群も︑ＭＩＢG心筋シンチグ

ていることが挙げられます︒また︑

外来として﹁物忘れ外来﹂を設置し

その他の特徴としては︑まず専門

行っています︒

んを 第 一 に 考 えたト ー タ ル ケ ア を

てしまい︑気付かぬうちに症状が進

の結果によって﹁異常なし﹂とされ

疾患を疑っても︑多くの場合ＭＲＩ

うことがあります︒仮に脳や神経の

ＲＩ検査で異常が認められないとい

されやすいもうひとつの理由は︑Ｍ

パーキンソン病／症候群が見落と

始めることが︑この疾患と付き合っ

だけ早い段階で診察を受け︑治療を

究も発表されていますから︑できる

将来的に症状の進行が軽いという研

参 照 ︶︒ 治 療を 始めるのが 早い 方が︑

せることはできます︵４〜５ページ

が︑服薬によって症状の進行を遅ら

は特効薬と呼べるものはありません

現在︑パーキンソン病／症候群に

域の医療機関を紹介したり︑患者さ

末梢神経や筋肉に疾患がある

んでしまうのです︒

ていく上で重要といえるでしょう︒

﹁体に何か異常があったら︑必ず原

科の考え方です︒自分の体の動きが

因がある﹂というのが私たち神経内

神経内科では︑パーキンソン病／

今までと違うと感じたら︑歳のせい

早めの受診を

おかしいと思ったら

場 合に 重 要になる 電 気 生
理 検 査︑ 磁 気 刺 激 検 査

といった最先端の検査
も導入︒質の高い診療

症候群のように一般的な検査では特

体 制を 整え︑ 診 断がつ

かずに 不 安を 抱えている

だと思わず︑ぜひ一度受診してみて

︵注１︶核医学検査のひとつ︒放射性医薬品を投

与し︑脳に集まる放射線をとらえたデー

タを画像化して︑病態を直接的に診断す

︵注１︶

る︒

り込みが低下するとされている︒

パーキンソン病の場合︑交感神経への取

感 神 経 への取 り込 みを評 価 する方 法︒

︵注２︶ＭＩＢGという物質を注射し︑心臓の交

という検査方法が日本で承認され︑

かったパーキンソン病とパーキンソ

ま す︒ さ ら に︑ 今 ま で 区 別 の 難 し

大きかったため︑大きな進歩といえ

個人の経験値や力量に負うところが

可能になりました︒これまでは医師

画像と数値によって鑑別することも

２０１３年にはダットスキャン

察しながら診断を行います︒また︑

定できない疾患でも︑多くの場合︑

見逃されやすいパーキンソン
脳卒中や認知症などは︑症状が特
徴的なことに加え︑ＣＴやＭＲＩな

ど︑目に見える画像検査で診断でき
ることが多いため︑一般的な内科で
も診療が可能といえます︒一方で診
断が難しいのがパーキンソン病／症
候群です︒
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患者さんの受け入れを積極的

はしだ・ひでじ

ください︒

橋田 秀司

専門医が患者さんの動きや表情を観

神経内科 部長

に行っています︒

Interview

パーキンソン病／症候群って
どんな病気？
パーキンソン病／症候群は、患者さん自身も気付きにくく、
診断・治療も困難だといわれていました。
しかし、新たな技術によって病名の特定は容易になり、
早く治療を始めることで病気の進行を
遅らせることができるようになっています。
ここでは、そんなパーキンソン病／症候群の特徴や治療法を紹介。
病気への理解を深め、思い当たる症状があれば
早めに神経内科を受診してください。

﹁パーキンソン病﹂と

﹁パーキンソン症候群﹂

似たような症状が現れ︑その区別が

困難なパーキンソン病とパーキンソ

ン症候群︒その違いを簡潔に説明す

ると︑まずパーキンソン病は︑運動神

経の働きをコントロールするドパミ

ンが不足することで︑手足の震えや動

作緩慢といった症状が現れます︒

●日本のパーキンソン関連疾患難病※１
登録患者数の推移

年々、患者数は
増加しています

（万人）

16
14
12
10
8
6
4
2

一方のパーキンソン症候群は︑薬

剤の副作用や脳血管障害︑一酸化炭

素中毒など︑その原因がはっきりとわ

かるものもあれば︑明らかな原因がな

いまま神経細胞が脱落する﹁神経変

性疾患﹂も含まれます︒症状として

は︑震えよりも筋肉のこわばりや動作

緩慢が主症状となるケースが多く︑

左右対称に現れやすいという傾向が

あります︒また︑進行も早く︑早期か
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高齢化の進行と診断技術の進歩によって、患者さんの数は
年々増加しています。重症度で「ヤールⅢ ※２」以上の方の
みが難病に認定されるため、実際の患者数はこれよりもかな
り多いものと考えられます。
※１：パーキンソン病とパーキンソン症候群のうち「進行性核上性麻痺」「大
脳基底核変性症」を合わせて「パーキンソン関連疾患」としています。
※２：パーキンソン病／症候群の重症度は、「ホーン ･ ヤールの重症度分類」
に照らして表します。症状の程度が５段階に分けられ、姿勢反射障害
は「ヤールⅢ」にあたります。
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ソン病患者の脳で、線条体への集積が低下しているのがわかりま

※姿勢反射障害は、バラ
ンスを崩したときに無
意識に立て直そうとす
る反射の力が弱まって
いる状態をいいます。
転びやすさと考えると
わかりやすいでしょう。

ダットスキャンで脳のドパミン神経の状態を評価することで、

パーキンソン病／症候群の画像診断が可能となりました。左下の

画像は正常対象者の脳で、大脳の線条体という部分に放射性医薬

品が集積して黄色く見えています。一方、右下の画像はパーキン

ら転倒しやすくなる方もいます︒

い傾向があります︒これは︑パーキン

ン症候群の場合は︑薬があまり効かな

抑えることができますが︑パーキンソ

動作に改善が見られ︑症状の進行を

ドパミンを補う薬を投与することで

すさです︒パーキンソン病の場合︑

ため︑症状の進行具合や患者さんの体

副作用など︑それぞれ効能に差がある

がありますが︑効果が持続する時間や

パやドパミンアゴニストといった薬

用です︒代表的なものでは︑レボド

療法は︑ドパミンを補充する薬の服

パーキンソン病／症候群の主な治

治療法と合併症

ソン病と比べて神経細胞の障害が広

質などに合わせて使い分けます︒ま

そして大きく違うのが︑薬の効きや

いためという説や︑ドパミン受容体が

た︑こうした薬剤やドパミンそのもの

す。上の写真はダットスキャンの撮影装置（ガンマカメラ）です。

壊れているからという説があります︒

の分解を抑制するもの︑神経回路の働

きを補正するものなど︑多様な役割を

持つ薬を組み合わせて服用するのも

治療の特徴です︒

さらに︑注意しなければならないの

が合併症です︒中でも︑物がうまくの

み込めないことで起こる誤嚥性肺炎

は︑パーキンソン病／症候群の患者

さんに多いことで知られています︒食

べ物だけでなく︑唾液の誤嚥によって

も起こり得る病気ですから︑特に症状

が進行した患者さんの場合︑口腔内の

状態を常に気にかけておく必要があ

ります︒発熱するとパーキンソンの

症状も重くなるという悪循環に陥っ

てしまうため︑当センターでは︑合併

症を起こした患者さんには入院して

いただき︑集中して治療を行う方針を

取っています︒
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〈パーキンソン病患者の脳〉

〈正常な脳〉

パーキンソン病の
4大症状
新たな画像診断の検査「ダットスキャン」

パーキンソン病の

４大症状といわれる

のが、
「手足の震え」

「 こわばり 」「 無 動 」
「姿勢反射障害※」で

す。姿勢反射障害を

除いて３大症状とい

うこともあります。このうち２つの

症状が見られる場合、パーキンソン

病／症候群と考えられます。また、

パーキンソン症候群では震えが見ら
れないこともあります。

うした疾病の原因・治療法の究明︑患者さんや

病を指します︒医療費の助成は︑こ

希少かつ長期の療養を必要とする疾

難病は︑原因や治療法が不明確で︑

対象となっています︒しかし︑パーキンソン関

きく増え︑現在は306疾病︑約150万人が

ます︒難病法によってその対象は大

なる疾病を特に﹁指定難病﹂と呼び

難病の中でも︑医療費助成の対象と

単独疾病﹂として︑８疾病が助成対象となって

疾病を定めている場合もあり︑東京都では︑
﹁都

また︑都道府県によっては独自に対象となる

ります︒

でも程度によって助成を受けられない場合があ

だけの場合には対象にならないなど︑同じ難病

医療費の助成を受けられるものは？

ご家族の負担軽減といった目的で行われていま

連疾患では︑姿勢反射障害が現れると ︵ヤール

います︒

﹁難病﹂
ってなに？

す︒これまでもパーキンソン病をはじめ︑
﹁難

Ⅲ︶対象になりますが︑症状が震えやこわばり

指定医﹂の受診が必要です︒

する場合は︑難病指定医︑もしくは﹁協力難病

きないことになっています︒また︑認定を更新

﹂はこの難病指定医しか記入で
個人票︵診断書︶

た医師で︑申請に必要な﹁臨床調査

ければなりません︒都道府県が定め

申請には﹁難病指定医﹂を受診しな

かかりつけ医の診断で
申請できるの？

病﹂と認められた疾病について医療費の助成が
行われてきましたが︑より安定的に︑そして幅
日に﹁難病の患者に対

広い疾病に対し助成が認められるようにするた

め︑2014年５月

※詳細については、保健所など市区町村の窓口にお問い合わせください。

パーキンソン病／症候群の治療に伴う
負担をサポートするのが、
難病認定による医療費助成と介護保険サービスです。
患者さんやご家族を支えるこれら2つの制度の
仕組みや支援内容、注意点について紹介します。

する医療等に関する法律 ︵難病法︶
﹂が成立︑
2015年１月１日に施行されました︒

指定難病と診断されたら
助成が受けられるの？
医師の診断だけでは︑医療費の助成

は受けられません︒都道府県へ申請
し︑認定を受ける必要があります︒
申請から認定までにかかった医療費は︑支給申
請をすれば助成が受けられますが︑申請日より
前の分については助成が受けられません︒
診断されたら早めに申請をしましょう︒

／症候群の一部は
サポートが受けられます

23
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助成される金額は？
申請すると︑世帯収入などにより﹁自

介護保険サービスは
受けられるの？

被保険者﹂を対象として︑パーキン

介護保険では︑ 〜 歳の﹁第 号

2

ソン関連疾患を含む 種類の特定難

指定難病の医療費助成と
介護保険の違いは？

負担金額と助成を受けられるサービ

ス内容が異なります︒まず金額面に

ついて︑介護保険は︑介護サービス

を利用してかかった費用の１〜 割が自己負担︑

にかかる医療費などは︑当然ながら対象外です︒

鍼灸治療やマッサージ︑他の疾病やけがなど

宅療養管理指導︑以上７項目が対象です︒

予防訪問リハビリテーション︑⑦介護予防居

書をもとに審査が行われるため︑ヤールⅢ未満

できます︒認定調査員の調査や主治医の意見

と認められた場合︑要介護認定を受けることが

病を指定しており︑個別審査でこれに該当する

ます︒ただし︑訪問看護については医療保険が

けている場合︑介護保険が優先され

とはできません︒どちらの認定も受

同一のサービスに両者を併用するこ

指定難病の医療費助成
︵医療保険︶
と
介護保険は併用できるの？

対象外となります︒

多種多様です︒ただし︑要介護度によって一部

用具の購入補助や貸与・住宅改修費の支給など

ハビリ・デイサービス・ショートステイ・福祉

問看護・訪問入浴介護・訪問リハビリ・通所リ

また︑介護保険で利用できるサービスは︑訪

な︑自己負担の上限額は定められていません︒

残りが保険から支払われます︒指定難病のよう

2

己負担上限額﹂が定められ︑それを
超えた分が全額助成されます︒

助成が認められる
対象範囲は？
認定された指定難病にかかる﹁指定
医療機関﹂での診療︑調剤︑自宅で

の介護や看護を対象に助成が受けら
れます︒
﹁指定医療機関﹂とは都道府県が定め
る医療機関で︑それ以外の病院などで受けた治
療については助成の対象外となります︒
介護に関しては︑①訪問看護︑②訪問リハビ

リテーション︑③居宅療養管理指導︑④介護療

64

16

適用されます︒

養施設サービス︑⑤介護予防訪問看護︑⑥介護

40

の患者さんでもサービスを受けられる可能性が
あります︒

7

パーキンソン病／
申請によってさまざまな

専門看護師・認定看護師の
専門看護師9名、認定看護師23 名が勤務し

（リエゾン精神看護）

精神看護
専門看護師
それぞれの分野に特化した看護ケアを
（2017 年 1 月現在）
、

患者さんに提供しています。

本連載では、私たち「専門看護師」
「認定看護師」を
耳寄りな情報をリレー形式でお伝えします。

皆さんによりいっそう知っていただくため、

こころと身体の密接な関係

こんな原因があります

ご家族がしばしば感じる困りごと

ますので︑身体に対する治療で入院
・脱水や貧血

脳炎など

辛いね﹂といった形で︑気持ちに

せん︒否定せずに︑﹁怖かったね︑

ると怒り出すことも少なくありま

・つじつまの合わない発言を訂正す

している間に︑こころの機能も変化

・電解質︵ミネラル︶の異常

寄り添うようにしてみてください︒

肺 炎︑ 尿 路 感 染︑ 髄 膜 炎︑

することがあります︒気分が落ち込

・脳血管系障害

・感染

んで抑うつ的になることや︑手術後

・肝臓・腎臓の異常

まったと思われがちですが︑認知

こころと身体は密接に関係してい

に寝ぼけたようになることを多くの

・新しく始めた薬の影響

症は徐々に進んでいくもので︑せ

誰でもなり得ます

ん妄とは異なります︒

・ 入 院し て 急に 認 知 症に な っ て し

方が体験されています︒今回はその

・アルコールからの離脱症状

・ 原 因となった 病 気の 治 療をして︑

治療は？

代表的な﹁せん妄﹂についてお話し

ます︒

せん妄とは？

せん妄は入院患者さんの 〜 ％

・ 落ち 着かなさやイライラ 感には︑

得るものです︒びっくりして心配し

に起こるといわれており︑誰しもなり

身体の症状の改善を目指します︒

に何らかの負担がかかったときに︑

神経を鎮めるお薬を使うことがあ

脱水や感染︑貧血︑薬物など身体
脳の一時的な機能低下が起こり︑非

・会話を増やす︒

■専門看護師︵
: Certiﬁed Nursing Spe︶
cialist
各専門分野において︑把握・判断し︑実践・
相談・調整・倫理調整・教育・研究の 側
面から看護の質向上に努めます︒

︵曽根原純子／看護部︶

ますので︑お気軽にご相談ください︒

ム﹂として病院内をラウンドしてい

機能の変化に対応するリエゾンチー

﹁こころの
医師・臨床心理士と共に︑

お伝えください︒メンタルヘルス科

過ぎることなく︑いつでもスタッフに

ご本人やご家族にお願いしたいこと

ことを指します︒

せん妄の症状

・ 時 計 や カ レ ン ダ ーを 近くに 置き︑
・実在しないはずのものが見える︒

・新聞・雑誌を読む︒テレビを見る︒

一緒に日時の確認をする︒
・話のつじつまが合わなくなる︒

・軽い運動を取り入れる︒
付ける︒

・普段使っていたメガネや補聴器を

・過去のことを現在のことのように

・昼夜の区別がつきにくくなる︒

・場所や日付がわからなくなる︒

日常の感覚や生活リズムを整えるため

ります︒

10

常に強い寝ぼけのような状態になる

15

■認定看護師︵
︶
: Certiﬁed Nurse
各 認 定 分 野 の 専 門 性 を 発 揮 し な が ら︑ 実
践・始動・相談の つの側面から看護の質
向上に努めます︒

6

話す︒
・落ち着かず︑じっとしていられない︒

・身体の痛みや便秘など︑不快な感

覚や気になることは︑早めにスタッ

フに伝える︒

3

・怒りっぽくなる︒
・身体に付いている治療の管︵点滴や
ドレーン︶を抜いてしまう︒

C
N
S

C
N

3

知恵袋
当センターには、日本看護協会が認定している

ご存じですか？「せん妄」を

8

赤ちゃんとご家族の
貴重な時間を
安心して過ごしてほしい
日赤医療センター6B病棟は︑
生後間もない赤ちゃんから 歳未
満までの病気のお子さんが入院し
ている小 児 病 棟 です︒ ご家 族 に
とって︑病気の赤ちゃんと離れて
過ごすことは大きな不安となりま

んが一日も早く病気から回復 し︑

小児病棟の看護師として︑赤ちゃ

伺い︑おっぱいのケアを行うこと

助産師が直接お母さんからお話を

赤ちゃんとの関わり方や遊びな

ができます︒

援しています︒また︑赤ちゃんの

どについては︑勤務する 名の保

ご家族が育児を続けられるよう支

病気の症状による苦痛を読み取り

ながら関わっています︒そして︑

育士が︑たくさんの子供に関わっ

育児を継続できるよう心掛けてい

入院中もお母さんが自信を持って

病棟専従の栄養士がご相談に対応

食物アレルギーへの対応食などは︑

ています︒また︑離乳食の形態や

その関わり方をお母さんと共有し︑ てきた経験をもとにアドバイスし

ます︒

の思いに添えるように︑付き添い

ちゃんと一緒に過ごしたいご家族

族もご覧いただけます︒面会時間

ボードに毎日記録しており︑ご家

やおしっこの回数は︑専用の個人

また︑赤ちゃんの哺乳量やうんち

が た く さ ん い ま す︒ お 母 さ ん が

ず︑育児をサポートできる専門職

小児病棟には︑看護師のみなら

ざまな専門職が手を携え︑ご家族

しています︒6B病棟では︑さま

カーが地域との連携のお手伝いを

しています︒育児への不安が大き

のための入院部屋をご用意してい

には︑個室でなく大部屋であって

おっぱいのことで悩んでいる場合︑ の育児支援に取り組んでいます︒

ト
も季節を感じられるイベン
プレイルーム。入院中
を開催

要な場合は︑医療ソーシャルワー

く︑退院後も地域のサポートが必

もっとも︑さまざまな理由で付

も︑できるだけご家族だけのプラ

育児のサポーターは
たくさんいます

き添いが難しいこともあります︒

イベート空間が 作れるように心掛

時間外の赤ちゃんの様子は受け持

ましょ・りえ

赤ちゃんが病気になり︑母乳や
ミルクが飲めなくなったり︑不機
嫌で泣きやまなかったりすること
で︑思いどおりの育児ができず︑
自信をなくしてしまうお母さんも

哺乳量などを記録する
個人ボード

ます︒

そのような場合にも︑赤ちゃんと
が朝 時から夜 時までの間︑面
10

会できるようにしています︒面会

6

ちの看護師からお伝えしています︒

間所 利恵

入院中も育児方針を
なるべく継続できるように

けています︒

す︒そのため︑6B病棟では︑赤

2

ご家族の時間を大切にし︑ご両親

付き添い用の入院病室

少なくないと思います︒私たちは

9

14

6B 病棟
小児看護専門看護師

29 小児病棟の育児支援

ママと 赤ちゃん の
HAPPY BIRTH ROOM

入院中の赤ちゃんとご家族の不安を手厚くサポートします
病気で入院生活を送る赤ちゃんとご家族を支援する 6B 病棟の取り組みを紹介します。

今 回の

そうだん

はい、
士、
養
栄
理
管
ら
ち
こ
です
室
談
栄養相

診察の結果、
栄養指導を受けるよう

勧められました。
具体的にはどういう内容の
ものでしょうか？

食事や健康にまつわる悩み・相談に
管理栄養士がお答えします。
今回は「栄養指導」についてです。

所要時間は？

マンツーマン？

初めて指導を受ける方（初回指導）
はおおむね 30 分。2 回 目 以 降 は 20
分ほどとなります。

「個人指導」と「集団指導」に分
けられますが、今回は個人指導につ
いてご説明します。

何度も受けられる？
医師によっては「継続指導」を指

きます。

予約は必要？

・がん患者さん
・摂食または嚥下機能（食物を噛んだり、の
み込んだりする力）が低下した患者さん
・低栄養状態にある患者さん

指導の内容は？

必要です。初回指導は医師と患者

医師の指示にもよりますが、腎臓

さんが相談して日程を決めることが

病の方であれば「食塩」や「たんぱ

多いです。継続指導であれば、ご希

く質」、糖尿病の方の場合、
「エネル

望の日時で栄養指導時に予約するこ

ギー」や「食事バランス」などにつ

とができます（ただし状況によって

いて、日 々の生 活を振 り返 りなが

は希望の日程での予約が難しいこと

ら、管理栄養士と共に食事のありよ

があります）。

うについて考え直していきます。

とともに︑身体に必要な栄養素を適

でも受けることがで

右のいずれかに
該当する方

栄養指導は︑医師から指示のあっ

方であれば、どなた

腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、
膵臓食、脂質異常症食、痛風食など

切に摂取することや︑疾病︵糖尿病

医師が必要と認める

「特別食」が
必要な方

た 外 来・ 入 院の 患 者さんを 対 象に︑

けている患者さんで、

など︶の重症化防止︑栄養障害︵低

治療や外来診療を受

●医師が必要と認めるケース

管 理 栄 養 士が﹁ 個 人 栄 養 食 事 指 導 ﹂

当センターで入院

栄養︶の治療や予防に関することな

誰でも受けられる？

を行います︒普段の食生活を聞き取

るのが個人指導の特長といえます。

ど︑幅広い内容についてお話しする

ニュー、栄養計画などをご提案でき

り︑ 現 状の 問 題 点を 把 握した 上で︑

導を受けることができます。

の 状 態、 嗜 好 を 踏 ま え た 食 事 メ

ことを目的としています︒

月に 1 回を限度として、引き続き指

ます。患者さんごとの生活条件や体

献立や料理法についての提案を行う

示する場合があります。その場合は

個人指導は 2 階の文書窓口・患者
サービス推進課内の個室で行ってい

Answer

管理栄養士が
必要な知識の提供︑
食事療法の提案など︑
栄養面の指導を
行います︒

栄養指導 Q & A

10

大 辞典
「患者支援センター」設置により、2階の医療連携室・総合医療相談室・がん相談が1 階

へ、1階の文書窓口は「文書窓口・患者サービス推進課」と名称変更して2階へ移動しました。
患者支援センターにご用の際は、受付にてお声掛けください。

日赤医療センター

なんでも
か

患者支援センター
月より︑医療連携室︑総

︻かんじゃしえんせんたー︼
この
合医療相談室を統合して﹁患者支
援センター﹂を開設しました︒多
種多様な患者さんのニーズにきめ
細かく対応できるよう︑多職種の
職員が協働し︑外来受診から入退
院︑在宅移行へ向けた支援まで︑
総合的に取り組み︑サポートいた
します︒

受付は1階
会計コーナーの
並びとなります︒
フロアマップで位置を
ご確認ください︒

知っておきたい日赤医療センターのあれこれ︒

今回は新設された﹁患者支援センター﹂について︒

当センターは︑地域医療機関等と︑より密接な連携体制を構築した上で︑

患者さんやご家族のニーズに寄り添ったサービスの提供に努めてまいります︒

11

3

ここからのおと
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わたなべ・くみ

心

身体

脳

春の訪れ

深呼吸エクササイズ

脳トレ

「冬は寒くて散歩に出たくな

何かに集中しているとき、緊

①自分の方に

いけど、暖かくなったら、また

張しているとき、猫背で座って

手のひらを

始めよう」と思われる方は多い

いるとき…… 私 たちはとても

向け、グー

のではないでしょうか。

浅い呼吸を繰り返しています。

にする

このように、天候や季節は、

ゆっくり深呼吸をし、上半身の

②右手の親指

人間の身体活動・運動を促進さ

筋肉も伸ばしていきましょう。

と左手の小

せる要因の一つなのです。当た

①息を吸うとき

り前のようですが、私たちは、

指を伸ばす

手のひらを上に向け、

③次に左手の

自分の意志だけでなく周りの環

やや腕を後ろへ引くよ

親指と右手

境に左右されて動いています。

うにし、軽く胸を張る。

の小指を伸

②息を吐くとき

さあ、春になりました！外に
出てみませんか？

ばす

手の甲を向かい合わせ

④：②と③の動きを繰り返す

るようにし、背中を丸

慣れてきたらテンポup！

める。肩の力を抜く。

⑤：④ができたら、足踏みしな

吸う息より吐く時間を

がらチャレンジ（座りながら

長くする。

の足踏みでもOK）

足の動きが付くと難しくなります！

※①・②を数回繰り返す。

いつも貴重なご意見を
ありがとうございます
当センターには、患者さんやご家
族の皆さんから日々、多くのご意見・
ご質問が寄せられています。特に多
く頂くご意見については、ホワイト
ボードを設置してお答えしていま
す。少々奥まったところにあります
が、皆さん、ぜひ一度ご覧ください!!

こんなご意見を
いただきました
病棟ラウンジの自動販売機ですが、
飲み物の種類が少ないと思います。
増やしてください。

※初診の受付時間については、診療科により異なりますので、診療科受付窓口へお
問い合わせください。また、診療科が異なる場合や最終来院日から1カ月以上経過
した場合は、初診扱いとなりますのでご注意ください。

を整える目的で行っています。ご
理解・ご協力をお願いいたします。

外来休診日

お返事

種類が少ないのは、治
療に影響を及ぼす可能
性がある飲み物を控え

今後も皆さんのご意見をもとに
検討を重ねていきたいと思います。

ホームページ
アドレスのご案内

受付時間
●初診の方：午前 8 時 30 分〜午後 3 時
●再診の方：午前 7 時 50 分〜午後 3 時

急病の場合：曜日・時間に関係なく救急外来で診療します。ご来院
の前にお問い合わせください。
診察カード：全科共通で永久に使用します。ご来院時には必ずお持
ちください。
健康保険証：ご来院時に確認させていただいております。特に、更
新・変更の際は必ずご提出ください。
院外処方せん：すべての診療科で発行しております。全国の保険薬
局でお使いいただけます。

ているからです。治療・療養環境

ホワイトボードは、1階放射線科奥のスペー
スにあります

診療のご案内

●土曜日 ●日曜日 ●祝日 ● 12月29日〜 1月3日
● 5月1日（日本赤十字社創立記念日）

ご意見ありがとうございました。

日赤医療センターに関すること http://www.med.jrc.or.jp/
赤十字全般に関すること
http://www.jrc.or.jp/

●外来診療の最新スケジュールは、当センターのホームページでご確認ください。『Tea Time』
の
バックナンバー（PDF 版）もご覧いただけます。

お問い合わせ

☎ 03-3400-1311
←モバイルサイトは
こちらから。

（docomo/au/SoftBank対応）

