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皆様こんにちは。平成 18年 7月 より大野記

念病院救急、脳神経外科を担当しておりま

す姜 裕 と申します。これまで京都大学付属

病院を基点とし、神鋼病院、大津赤十字病院、

倉敷中央病院、天理よろづ相談所病院、神

戸市立中央市民病院、済生会泉尾病院など

で主に脳神経外科を中心に経験を積んでま

いりました。脳神経外科疾患ほぼすべて対

応可能と考えており、特に神経内視鏡手術

は得意分野としております。また外来では

神経内科的疾患にも対応しています。生ま

れも育ちもお隣の浪速区で、慣れ親しんだ

この地域で少しでも社会に貢献できればあ

りがたいことだと考えています。

趣味は平凡ですが、まず読書、続いて映画

鑑賞、散歩、鉄道旅行があげられます。旅行

といいましても主に学会出張を利用し、な

るべく□―カル線を使うという程度ですが、

かなり以前小海線などを経由して約七時間

半かけ軽井沢へ家族同伴で行つた時には至」

着時幼い子供たちはヘロヘロになつており、

それ以後私の趣味には付き合つてくれません。

また以前はツーデイマーチなどウオーキン

グも積極的に参加していましたが、最近は

なかなか暇がとれず散歩で代用している次

第です。大江神社、愛染さんから新世界近

辺をウロウロしています。

さて本業の方ですが、現在脳神経外科医と

して常勤は私一人で、非常勤の先生方に脳

ドックを含め助けていただいている状況です。

常勤一人ですので大阪市では救急車の受

け入れが出来ず、フル稼働の状態になるに

はまだしばらく時間を要する見込みで、皆

様には本当にこ迷惑をおかけします。lBし 、

かかりつけの方、他院や開業医の先生方か

らのこ依頼は可能な限りお受けしておりま

すので、こ連絡をいただければ幸いです。

病気だけではなく、全人的に対応する医療

を常に供給できる体制を作つていきたいと

考えています。

水頭症手術前

水頭症手術後

なお神経内視鏡手術というおそらく間きな

れない言葉を冒頭に挙げましたが、現在他

の分野同様内視鏡を用いた低侵襲治療を

目標とした手術が脳神経外科においても行

われています。主に水頭症、血腫、腫瘍及び

顕微鏡の補助として使用されていますが、

私自身顕微鏡手術も行つてきておりますの

でその有効性を広く認識しており、今後も

より安全で、負担の少ない治療を目指し研

鑽を積んでいくつもりです。時間がかかる

とは思いますが、患者さん、職場のスタッフ

みんなが笑顔で過こせる環境を整え、地域

の皆様に喜んでもらえる医療を目指します。

軟性鏡 (ファイバースコープ)

曇¥套 大里ラ記念病院

外科部長

西原 承浩
(にしはらたまひろ)

医学博士
日本外科学会専門医
日本消化器外科学会専門医

みなさまはじめまして。平成 18年7月 より

金田外科部長の後任として就任させてい

ただきました西原 承浩と申します。金田

先生の1年後輩として大阪市立大学第一外

科に入局し、金田先生からは医師の「いろは」

を教えていただきました。その金田先生の

後任としてまいりましたことを非常に緊張

するとともに光栄に感じております。私は

大阪市立大学腫瘍外科 (日第一外科)で は

曽和融生名誉教授、平川弘聖教授にこ指導

いただき、消化器悪性疾患 (胃 癌、大腸癌

など)を中心に、学L腺疾患、甲状腺疾患につ

いて手術や抗癌剤治療をはじめとする診

療に従事させていただいておりました。

日本人の死亡原因として悪性新生物は第

一位であり、死亡率の改善のためにも早期

発見、早期治療の必要性が望まれています。

また治療法の変遷をみましても手術療法



では、胃がん、大腸がん

に対しての腹腔鏡下手

術の導入や、子しがんに対してはセンチネルリンパ

節の概念をもとに、腋高郭清を省略することで患

者さんのQOLの向上を考慮した手術療法も施行

されています。化学療法に関しましても、大腸が

んや子Lがんに対して近年新薬の開発もすすみよ

り有 効 な 集 学

的 治療 がな さ

れ、QOLを含め

た生存率 の 向

上 に寄 与 して

おります。これ

までこ指導いただいた腫瘍外科学を中心とした

医療をさらに修練し、少しでもおおくの患者さん

のお役にてたてることができるように務めさせ

ていただきますのでよろしくお願いいたします。

こう見えて、やさしい
癒し系キャラです。

泌尿器科

杉田 省三

(すぎた しょうぞう)

医学博士
日本泌尿器科学会専門医

この度、昨年 10月 より大野記念病院泌尿器科に

配属されました杉田省三です。昨年5月まで前立

腺癌の基礎研究のためアメリカヘ研究留学をし

ておりました。当病院に赴任して主に泌尿器科と

血液透析を担当することになりました。留学中の

経験を生かし癒し系のキャラで患者様に満足し

ていただける治療の提供を心がけていきたいと

思います。今後とも宣しくお願いします。

まだまだひよこです
が、頑張つていこう
と思つています。

内科

河野 仁美
(かわの ひとみ)

医学博士

____/  日柚 科学饂 定医

昨年 10月 より内科 (循環器)に勤めることになりま

した河野仁美です。専門は循環器と書きましたが、

経験は4年目と浅いですが、頑張つていこうと思つ

ています。透析患者様の死因のトップは心疾患で

ある現在、当院でも顕性の方のみならず隠れた心

疾患の方が多くおられるのだろうと推測され、そ

のような患者さんが適切な早期治療を受けられる

ようにアプローチを行つています。また、心エコー

を前勤務病院で基礎から学ぶことが出来、治療 (薬

の選択や透析患者様ではドライウェイトの決定など)

に寄与していきたいと思つています。高血圧、糖

尿病、高脂血症、腎機能障害、心電図異常 (心房細

動など)や脳梗塞の既往のある方など一度検査が

必要だとお考えの患者様のこ紹介 (検査予約)い

ただければ幸いです。自分の好きな分野で皆様

のお役に立てれば一番嬉しいなと思つています。

「ふれあい教室」は、患者様やこ家族の皆様に、最先端医療の姿や病気

の進行を抑えるための注意点 日常生活のすこし方を知つていただくと

ともに、私たち専門医や医療スタッフと皆様が一緒に病気と闘つていく

ための勉強会です。
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山岸先生

第4回「ふれあい腎臓病教室」
平成 18年2月 4日  スイスホテル南海大阪 フ階「芙蓉」

講演内容 腎臓病患者さんに多い心臓病について

大野記念病院 内科部長 山岸広幸

腎臓病患者さんの好ましい生活の実現に向けて

大野記念病院 外来看護師長 成田容子

医学よもやま話 第一話

大野記念病院 リウマチ 膠原病クリニック 井上隆智

第5回「ふれあい腎臓病教室」
平成18年 12月 9日 天王寺 都ホテル 6階「吉野(西 )」

～慢性腎臓病の進行をくい止めるために～

講演内容 慢性腎臓病とは

大野記念病院 院長 岡村幹夫

慢性腎臓病とメタポリックシンドローム

大野記念病院 内科統括部長 稲荷場ひろみ

慢性腎臓病の治療薬について

大野記念病院 薬剤部科長 北村芳子

ふれあい健康相談

丼上隆智先生

会場風景

岡村院長

稲荷場先生

北村科長



出張健康講

蠣 木 混 綾 観 Ъ
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■ |
腰痛体操」～いつまでも元気に 1111‐ |

歩くために～をテーマに開催いたしました。

ご希望があればお伺いしますので、
病院までお気軽にお問い合わせください。

サンタクロースが
部屋にやつてきた?
今年もサンタクロースからクリ

スマスプレゼントが病棟の患者

ふれあい健康講座 |~~|
医療を通して地域へ貢献する |■■|||
ことを大切にしている大野記 | | | |
念病院では、「ふれあい交流センター」を窓

口として、地域の皆様にむけた健康講座で

予防医療を推進しております。

第 13回 がん の話  平成18年 11月 16日

一がんになつたらどうするか一
消化器がん。乳がん 講師 西原先生

お気軽にお問い合わせ こ参加ください。

次回は、3月 29日 (木)講師 姜先生

「脳卒中について」

脳卒中に関する知識を学びませんか?

いかに予防が大事かということを

理解していただけるものと思います.

●なお、参力口へのおキし込みは不要です。

当日、直接会場へお越しください。

BLSOAED講習への取組み
大野記念病院では、民間企業へのBLS(一次救命処置)

AED(自 動体外式除細動器)請習会の普及に努めています

NPO法人大阪ライフサポート協会主催で、

ミズノ本社で9月 1日 、防災の日に行われま

した。当院湊を含め3名がスタッフとして参力日。

今後も毎年同日に行われることになりました。

また 11月 15日 、ミズノ大阪店にてBLS AED

講習会も行われました。(講習内容 :G2005

対応 BLS AED救命蘇生法の実技)

罐クリスマスコンサート2006) 医学よもやま話 お医者さん

腎臓病勉強会での井上隆智先生のスライド上映のお

話をダイジェストでこ紹介していきます。まずは、お医

者さんについてのあれこl‐ です。

審 ギリシャのお医者さんで、「医聖Jと呼ばれていま

ヒポクラテス

クリスマスコンサートが昨年 12

月16日 開催されました。病院ス

タッフによる楽しい合唱や八ン

ドベルの演奏に、今年は元 宝塚

歌劇「宙綱 の毬穂えりなさんを

スペシャルグストに迎え、会場

に華を添えていただきました。

すc科学的な考え方が出来た

人でしたし、一方で、医者はど

うあるべきかを説きました。

私たち岡村院長、山岸部長姜

が育つた大阪市立大学医学部第一内

科の倉J始者です。大野記念病院に勤

務する医者のルーツです。医局に入

る寸前に退職されたので、わたしは  小田俊郎先生

授業を受けただけの孫弟子ですが、授業にも人柄、患者さ

んへの思いやりがあふれていました。私はこういう先生の

弟子になりたいと思いました。この先生の伝統は大野記念

病院内科に引き継がれていると信じます。「良医を目指せ」、

が若い医者を教育する上での小田先生の基本方針でした。

『医師である前にまずひとりの人間としての

自 覚 を も つ こ と 』 医学博士 井上隆朝

私の父の言葉です。医学部に合格したあと、「医者になる前に

まず人であれ」と教えられました。小田先生の言葉と付き合わ

せれば、「良医」であるためには、「良い人である」ことが必要だ。

ということになります。そういえば、「名医」という言葉には技

術的評価の意味が強くて、暖かみがあまり感じられないような

気がします。「名医」は「月宛前」、「良医」は「人柄」、つまり、良

医は「私の大事なお医者さん」ということになるのでしょうか。

「良医」になるためには日々 自らを戒めなくてはなりません。「あ

すなろ」の精神です。自らを「良医」だと思つたらそれでおし

まい、もう「良医」にはなれません。 内科 井上隆智

撥 .lV

大勢 の参加者で開催 されました
`

丼上隆智先生のパームベージです。 http//www geoct esip/rWikb880/ndex himl

ヽ ――
´´

をお届けしました。 中河副院長



新しい外来診療と検査がスタートします!

メタボリックシンドローム検査
最近、広く世間でも知られるようになつてきましたメタボリックシン

ドローム (内臓脂肪症候群)をこ存知ですか?高血圧 高脂血症 糖

尿病などの生活習慣病はそれぞれが別々の病気ではなく、肥満 (特

に内臓に蓄積された脂肪)が原因であることがわかつてきました。

―つひとつの病気が軽度であつても、それらが重なると将来心臓

病や脳卒中になる可能性がはるかに高いこともわかつてきました。

そしてこれらの危険因子が重なつ

ている病態を “メタボリックシンド

□一ム"と
呼びます。興,た目だけで

もわからない内臓脂肪量を調べ、

生活習慣の改善を考えるための

指針作りとなる検査です。ぜひ、

こ利用 お問い合わせください。

メタボリックシンドローム検査

(内臓脂肪CT検査)

禁煙外来
タバコをやめたい“あなた"のために

肺がんなど多くの重篤な疾病の原因となる喫煙。喫煙習慣の本質

であるニコチン依存症の方で、本人の意志の力だけで長期間の禁

煙ができる喫煙者はこくわずかです。このニコチン依存症を欧米で

は「再発しやすいが、繰り返し治療することにより完治しうる慢性疾

患」として捉えて、禁煙治療を行つています。わが国でも、昨年より

保険適用などの社会環境が整備され、より多くの喫煙者の方に受診

していただけるようになりました。

(          標準禁煙治療のスケジュー

'ラ

~          )

繰賠馘 り詞 凩間[曇馘 鑽
検査日  毎週 月・火 水 金曜日

検査時間 午後 1時～4時
検査料金 4,000円 (税込 )

私たちは、心のふれあいと

安全で質の高い専門医療を通して、

人々に最良の癒しを提供しま魂

●患者様の人間性を尊重し、心のふれあいと徹底した

トータルケアで人々の健康への願いに応えます。

●専門特化を指向し、地域の医療に誠実に貢献します。

●安全で質の高い医療を極めるため、

日夜、技術の向上をめざします。

●医療における自己実現のため、

心豊かな人格形成をめざし学び続けます。

●科学的な病院経営で、病院医療の発展性を追求します。

私たち大野記念病院の考える医療とは、患者様と医療従事者が

互いに信頼しあい、協力しあつて築き上げていくものであり、患者

様も主体的に医療に参加していただくことで、よリー層質の高い

医療が実現するものと考えています。このような考えに基づき、

私たちは「患者様の権利」を明らかにし、皆様のc~希望と意思を最

大限尊重した医療を行つてまいります。

1患者様は、人間としての尊厳を有しながら医療を受ける権利があります。

2患者様は、最善の医療を受ける権利があります。

3患者様は、こ自分の病気、検査や治療方法などについて、

納得できるまで十分な説明と情報を受ける権利があります。

4患者様は、十分な説明と情報 (インフォームド コンセント)を受けたうえで、

治療方針などを自分の意思で選択する権利があります。

5患者様は、プライバシーの保護を受ける権利があります。

6患者様は、自分の診療記録について知る権利があります。

G狂罰甕∋ ●内 科 ●総合内科 ●腎・高血圧内科

●消化器内科 (胃 腸・肝) ●糖尿病クリニック

●リウマチ・膠原病クリニック ●禁煙外来
●睡眠時無呼吸症候群クリニック

●外 科 ●整形外科 ●泌尿器科 ●脳神経外科

●り八ビリテーション科 ●麻酔科  ●放射線科

●腎臓病センター   ●救急センター

●消化器病センター

G置園器諭 [月・水・金]午前9時～11時 30分 午後1時～4時

[火・木・土]午前9時～11時30分 午後 休診
0日曜・祝日は休診日です。

C屁罰ロロ|ID 24時間体制で診察しております。

医療法人 寿楽会

言己籠翼ブt里ラ
〒550¨ 0015大阪市西区南堀江1丁目26…10

Tel.06… 6531… 1815(付D Fax.06-6536… 6390
http://www.ohno.or.ip

医療法人寿楽会 大 野 ク リ ニ ッ ク 医療法人寿楽会 rrn・ 0クリニック

〒542‐ 0076大 阪市中央 区難波 2丁目2‐ 3
御堂筋 グラン ドビル 7F
Te1 06‐ 6645‐ 7780 Fax 06‐ 6645‐ 7787

大野記念病院 人工透析センター

医療法人寿楽会 寿 楽 会 ク リニ ッ ク

〒543‐ 0052大阪市天王寺区大道4丁目1‐ 11

Te1 06‐ 6779‐ 1226 Fax 06‐ 6774‐ 2702

〒550‐ 0015大 阪市西区南堀江1丁目18‐ 21
m・ 0ビル
Te1 06‐ 6533-6760 Fax 06‐ 6533‐ 3395

介護老人保健施設

医療法人寿楽会 箕 面 グ リ ー ン ビ ィラ

〒562‐ 0022箕面市栗生間谷東 1丁目33‐25

Te1 0727-27‐ 3475 Fax 0727‐ 27‐ 3476

お気軽にお立ち寄りください !

“スマイル おおの
"の

発行や“ふれあい健康講座

教室“の実施など、地域の皆様や医療関係者様と

の交流を積極的に行うために設置されました。

患者様受け入れの窓口。  医療・福祉に関する

面げi¬ いろいろなこ相談をお受けします。

地域の診療機関から依頼を受け MSW(メディカル ソーシヤルワーカー)が

で、院内の各診療科へ連絡。   医療 福祉に関するあらゆるこ相談をお受

スムーズな診療を実現します。  けいたします。お気軽にこ相談ください。

■受付時間/午前9時～午後5時 ●土曜日午後、日・祝日及び年末年始の体診日を除く


