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平成28年7月1日に着任いたしました。国内外で股関節を専門として研鑽を積
んでまいりました。専門分野にかかわらず幅広く診療いたしておりますの
で、お気軽にご相談いただければ幸いです。これから何卒よろしくお願いい
たします。

玉井  克弥
整形外科 医長

大阪医大 平成12年卒
（たまい かつや）
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◆◆ リ リ タリリハビリテーションセンタリハビリテーションセンタリハビリテーションセンタ
　降矢
名、回
法士7
います
　理学
急性期
リテー
として

テーション、MEMS（電気刺激併用筋力強
療法、呼吸理学療法・呼吸作業療法、息切

が

　7月1日より消化器・肝臓センターを新しく開設しまし
た。癌の早期発見・診断に有用な特殊光（NBI）や光学
ズームでの観察が可能な最新の内視鏡システムを導入し、
早期胃癌に対して内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）や、総
胆管結石・閉塞性黄疸などの検査・治療に際して内視鏡的
逆行性膵胆管造影（ERCP）などを施行します。
　肝疾患においては、奈良県より2016年4月1日付けで

「肝疾患に関する医療圏中核専門医療機関」の指定を受けました。エコー下肝生検での診断や
肝臓専門医による治療を行い、特にC型肝炎については、経口薬によるインターフェロンフリー
治療などの抗ウイルス治療も行います。肝癌に対しても、ソナゾイド造影剤を用いた造影超音
波検査や最新のCT、MRIを用いて診断し、経皮的ラジオ波焼灼療法（RFA）や奈良県立医科大
学放射線科と連携し肝動脈化学塞栓術（TACE）などを行います。
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特別養護老人ホーム「たかとり」のご案内特別養護老人ホーム「たかとり」のご案内特別養護老人ホーム「たかとり」のご案内◆

　この度平成28年9月1日に、高市郡高取町大
字兵庫196番地(旧育成小学校跡地)におい
て、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
たかとりが開設されました。
　施設は全室ユニット型個室、入所50床、
ショートステイ10床、デイサービス30名の利
用が可能です。
　今後両法人が連携し、更なる高齢化に向け
て、地域のニーズに応えられるよう、医療・
介護・福祉が包括に提供できるシステム構築
を目指して参ります。

連絡先：TEL：0744-52-1500
 FAX：0744-52-1501

　わたくしは、平成11年11月、橿原市葛本町、奈良県
運転免許センターの真南に医院を開設しました。
　以後16年間にわたり、地域に根ざした医療を提供す
ることを目標にし、内科を中心として、内視鏡検査か
ら、小児のワクチン接種等も含め、診療を行っており
ます。
　同じ家にお住いの、子供さんからお年寄りまで診さ
せていただくことも多く、医療以外に患者さんから学

ばせていただくこともたくさんあること、また家庭医としてどう対応していくべきかということ
を、日々考えさせられております。
　平成記念病院様には、検査、手術、入院治療などの多岐にわたり、多くのアドバイスをいただき
大変感謝しております。
　また、本年度より、消化器・肝臓センターを架設されたとのことで、心強く思っております。
　今後も、地域の良医を目指し精進していく所存ですので、これからもご指導くださいますよう
よろしくお願いいたします。

地域の医療機関の先生から

院長  宮本  洋二  先生   ≪橿原市≫

【 医療法人 博洋会　宮本医院 】 
父を在宅で看取り、いま思うこと
　84歳の父、母の支援のもと夫婦二人で生活をしていました。いずれ両親の介護は私の自宅でと
漠然と考えていたところ、今年の２月 誤嚥性肺炎で入院し現実のものとなりました。徐々に体力
が衰え、平成記念病院に転院し回復期リハビリテーション病棟で２ヶ月間お世話になりました。
身体機能維持のために、主治医の先生、看護師の皆様、理学・言語療法士の方々には、毎日父に
声をかけ、きめ細やかに看護・訓練をして頂きました。社会的サービスを受けるにあたり、地域
医療連携室の方々から情報をいただき、不安や相談事にはすぐ対応し家族の思いに寄り添って頂
きました。
　６月半ば自宅の準備が整い在宅介護生活が始まりました。主な介護者は私と母、私達の食事を
準備してくれるシェフ兼父を笑わせる役目は隣に住む姉、孫たちは若いパワーを父に注ぎ、柴犬
はセラピー犬？として…各々が自分のできることをしました。さらに往診の先生や看護師さんの
訪問は、家族にとって心強いものでした。父は徐々に衰弱し退院後18日目に穏やかに息を引きと
りました。
　後になって、最期の過ごし方に心残りはなかっただろうか…など父の気持ちは計り知れませ
ん。私は助産師として人の生まれる瞬間に立ち会ってきました。死も同じで在宅で父を自然な形
で看取ることができたのは、家族にとって貴重な体験となりました。父は介護のための様々な条
件を整えてくれ、家族の絆を強固にしてくれたと思えてなりません。「死に方は生き方」と、父
が最後に教えてくれたのだと思います。最後に、父のためにご尽力頂きました関係者の皆様に心
から感謝申し上げます。

島村　玲子
○肝臓病外来
担当医：消化器・肝臓センター　野口　医師
毎週金曜日１４時～１５時３０分（予約制）
＊ウイルス性肝炎（Ｂ型・Ｃ型）、脂肪肝、アルコール性肝障害、自己免疫性肝疾患、薬剤性
肝障害、肝腫瘍性病変等の専門治療を行います。
お気軽にご相談下さい。ご予約は内科外来で受け付けております。

○骨粗鬆症外来
担当医：整形外科　冨田　医師
毎週月曜日８時３０分～１２時（予約制ではありません）
＊骨密度の測定、骨代謝マーカー計測、ＦＲＡＸを使った、今後１０年間の骨折発生率を評価
　　し、患者様にとって最適な骨折予防を行います。

◆

　平成２８年４月下旬よりＭＲ装置の入替工事を行っておりましたが６
月末に完了し、この度７月より新装置での検査を開始しております。
　新ＭＲ装置はＰＨＩＬＩＰＳ社製「Ｉｎｇｅｎｉａ　３．０Ｔ　ＣＸ　Ｄｕａｌ」。
　業界最高クラスの傾斜磁場システムと世界初のデジタルコイルシステ
ムの融合による最高峰のＭＲシステムです。デジタルコイルは、コイル
内でＭＲ信号をアナログからデジタルに変換することで、最もノイズ混
入のない理想的な信号処理を実現しております。
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が最後に教えてくれたのだと思います。最後に、父のためにご尽力頂きました関係者の皆様に心
から感謝申し上げます。

島村　玲子
○肝臓病外来
担当医：消化器・肝臓センター　野口　医師
毎週金曜日１４時～１５時３０分（予約制）
＊ウイルス性肝炎（Ｂ型・Ｃ型）、脂肪肝、アルコール性肝障害、自己免疫性肝疾患、薬剤性
肝障害、肝腫瘍性病変等の専門治療を行います。
お気軽にご相談下さい。ご予約は内科外来で受け付けております。

○骨粗鬆症外来
担当医：整形外科　冨田　医師
毎週月曜日８時３０分～１２時（予約制ではありません）
＊骨密度の測定、骨代謝マーカー計測、ＦＲＡＸを使った、今後１０年間の骨折発生率を評価
　　し、患者様にとって最適な骨折予防を行います。

◆

　平成２８年４月下旬よりＭＲ装置の入替工事を行っておりましたが６
月末に完了し、この度７月より新装置での検査を開始しております。
　新ＭＲ装置はＰＨＩＬＩＰＳ社製「Ｉｎｇｅｎｉａ　３．０Ｔ　ＣＸ　Ｄｕａｌ」。
　業界最高クラスの傾斜磁場システムと世界初のデジタルコイルシステ
ムの融合による最高峰のＭＲシステムです。デジタルコイルは、コイル
内でＭＲ信号をアナログからデジタルに変換することで、最もノイズ混
入のない理想的な信号処理を実現しております。

◆

わた
運転免
以後
ること
ら、小
ます。
同じ

せてい
ばせていただくこともたくさんあること、また家
を、日々考えさせられております。

域 療機関 先

院長

【 医療法人 博洋会　宮本

特殊外来のご紹介特殊外来のご紹介特殊外来のご紹介

最新式 3T MR装置 導入のお知らせ最新式 3T MR装置 導入のお知らせ最新式 3T MR装置 導入のお知らせ
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PHILIPS社製「Ingenia 3.0T CX
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◆ リハビリテーションセンター　開設のご案内リハビリテーションセンター　開設のご案内

◆ 消化器・肝臓センター　開設のご案内消化器・肝臓センター　開設のご案内

◆ 新任医師紹介新任医師紹介新任医師紹介

平成28年7月1日に着任いたしました。国内外で股関節を専門として研鑽を積
んでまいりました。専門分野にかかわらず幅広く診療いたしておりますの
で、お気軽にご相談いただければ幸いです。これから何卒よろしくお願いい
たします。

玉井  克弥
整形外科 医長

大阪医大 平成12年卒
（たまい かつや）

◆職員からのご挨拶

　初秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶　初秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶
び申し上げます。平素より大変お世話になりありがとうござび申し上げます。平素より大変お世話になりありがとうござ
います。います。
　平成記念病院脳神経外科では脳腫瘍、脳血管障害、頭部外　平成記念病院脳神経外科では脳腫瘍、脳血管障害、頭部外
傷、水頭症等をはじめとする脳神経外科領域の疾患を広く診傷、水頭症等をはじめとする脳神経外科領域の疾患を広く診
療しています。療しています。

　高齢化社会を反映して当科での手術ではご高齢の方に多くみられる疾患が年々増加してい　高齢化社会を反映して当科での手術ではご高齢の方に多くみられる疾患が年々増加してい
ます。慢性硬膜下血腫や特発性正常圧水頭症等が代表的な疾患です。ます。慢性硬膜下血腫や特発性正常圧水頭症等が代表的な疾患です。
　慢性硬膜下血腫は頭部を打撲した後、3週間以上たってから、頭蓋骨と脳の間に血液が溜　慢性硬膜下血腫は頭部を打撲した後、3週間以上たってから、頭蓋骨と脳の間に血液が溜
り、脳を圧迫する病気です。ご高齢の方や抗凝固剤（血液をサラサラにする薬）を服用されり、脳を圧迫する病気です。ご高齢の方や抗凝固剤（血液をサラサラにする薬）を服用され
ている方に起こりやすいといわれています。正常圧水頭症は脳脊髄液の循環障害により脳脊ている方に起こりやすいといわれています。正常圧水頭症は脳脊髄液の循環障害により脳脊
髄液が脳を圧迫する病気です。特発性正常圧水頭症では70から80歳代に多くみられます。い髄液が脳を圧迫する病気です。特発性正常圧水頭症では70から80歳代に多くみられます。い
ずれも歩行困難や認知機能障害が緩徐に時に急速に増悪する傾向があり、症状からは認知症ずれも歩行困難や認知機能障害が緩徐に時に急速に増悪する傾向があり、症状からは認知症
と間違われることも珍しくありません。放置すれば後遺症を残したり、命にかかわることもと間違われることも珍しくありません。放置すれば後遺症を残したり、命にかかわることも
あります。適切な治療を受けることで症状は軽快します。ご年配の方に歩けなくなってきあります。適切な治療を受けることで症状は軽快します。ご年配の方に歩けなくなってき
た、物忘れがひどくなってきた等の症状が進行性にみられるときは脳神経外科を受診していた、物忘れがひどくなってきた等の症状が進行性にみられるときは脳神経外科を受診してい
ただくことをお勧めします。ただくことをお勧めします。

　初秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶
び申し上げます。平素より大変お世話になりありがとうござ
います。
　平成記念病院脳神経外科では脳腫瘍、脳血管障害、頭部外
傷、水頭症等をはじめとする脳神経外科領域の疾患を広く診
療しています。

　高齢化社会を反映して当科での手術ではご高齢の方に多くみられる疾患が年々増加してい
ます。慢性硬膜下血腫や特発性正常圧水頭症等が代表的な疾患です。
　慢性硬膜下血腫は頭部を打撲した後、3週間以上たってから、頭蓋骨と脳の間に血液が溜
り、脳を圧迫する病気です。ご高齢の方や抗凝固剤（血液をサラサラにする薬）を服用され
ている方に起こりやすいといわれています。正常圧水頭症は脳脊髄液の循環障害により脳脊
髄液が脳を圧迫する病気です。特発性正常圧水頭症では70から80歳代に多くみられます。い
ずれも歩行困難や認知機能障害が緩徐に時に急速に増悪する傾向があり、症状からは認知症
と間違われることも珍しくありません。放置すれば後遺症を残したり、命にかかわることも
あります。適切な治療を受けることで症状は軽快します。ご年配の方に歩けなくなってき
た、物忘れがひどくなってきた等の症状が進行性にみられるときは脳神経外科を受診してい
ただくことをお勧めします。

　降矢センター長をはじめ、リハビリテーション専門医2
名、回復期リハビリテーション病棟専従医師2名、理学療
法士77名、作業療法士19名、言語聴覚士12名が在籍して
います｡
　理学療法、作業療法、言語聴覚療法の各部門が連絡して
急性期、回復期、維持期とそれぞれの時期に適切なリハビ
リテーションを365日実施しています。当センターの特色
としては、促通反復療法（川平法）、ロボットリハビリ

テーション、MEMS（電気刺激併用筋力強化法）やオートテンズプロといった電気治療、ＣＩ
療法、呼吸理学療法・呼吸作業療法、息切れプロジェクト、スポーツリハビリテーション、摂
食機能療法、全体構造法（失語症訓練）があります。また、鹿児島大学病院霧島リハビリテー
ションセンターに１ヶ月研修に２名、２週間の研修に５名参加して促通反復療法（川平法）の
技術を習得し提供しています。

◆◆ リ リ タリリハビリテーションセンタリハビリテーションセンタリハビリテーションセンタ
　降矢
名、回
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療法、呼吸理学療法・呼吸作業療法、息切

が

　7月1日より消化器・肝臓センターを新しく開設しまし
た。癌の早期発見・診断に有用な特殊光（NBI）や光学
ズームでの観察が可能な最新の内視鏡システムを導入し、
早期胃癌に対して内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）や、総
胆管結石・閉塞性黄疸などの検査・治療に際して内視鏡的
逆行性膵胆管造影（ERCP）などを施行します。
　肝疾患においては、奈良県より2016年4月1日付けで

「肝疾患に関する医療圏中核専門医療機関」の指定を受けました。エコー下肝生検での診断や
肝臓専門医による治療を行い、特にC型肝炎については、経口薬によるインターフェロンフリー
治療などの抗ウイルス治療も行います。肝癌に対しても、ソナゾイド造影剤を用いた造影超音
波検査や最新のCT、MRIを用いて診断し、経皮的ラジオ波焼灼療法（RFA）や奈良県立医科大
学放射線科と連携し肝動脈化学塞栓術（TACE）などを行います。

◆ 消化器 肝臓 タ 開消消化器・肝臓センター　開消化器・肝臓センター　開消化器・肝臓センター　開
　7月
た。癌
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胆管結
逆行性
　肝疾

「肝疾患に関する医療圏中核専門医療機関
肝臓専門医による治療を行い、特にC型肝
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