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外反母趾

訪問診療同行看護師のご紹介

意外と知らない薬のはなし〜初診時に伝えること〜

外反母趾の予防

意外に身近な寄生虫〜アニサキス〜

ウイルス性肝炎について

善衆会居宅介護支援事業所のご紹介

前橋市で消費が多い食品!? /
ぜんしゅうかい 相談室

善衆会からのお知らせ

4月から新しく2名のスタッフを加えた 善衆会居宅介護支援事業所 です！
善衆会病院 〒379-2115 群馬県前橋市笂井町54番地1
TEL 027-261-5410(代) 027-261-4890(予約専用) FAX 027-261-5450

今回、P.10にて当事業所の紹介をしています。

URL www.zenshukai.com

※写真撮影時のみ マスクを外しています。

午前 全診療科 8:30〜12:00（※初診は11:30まで）
受付時間

午後

泌尿器科 14:00〜16:00
内科 14:00〜16:00（※完全予約制/一部除く）
整形外科 15:00〜17:00（※完全予約制）

予約専用ダイヤル
お問い合わせ先

027-261-4890
027-261-5410(代)

Zenshukai Hospital’s Public Relations Magazine

特集

外反母趾

整形外科 医師

【専門】整形外科一般、足の外科

今回は当院 足の外科のご専門の大島医師に足のお悩みに多い
「外反母趾」
について解説していただきました。

Akira OHSHIMA

特集

足の親ゆび
（母趾）
が外側に曲がった変形
（外反）
を
示す病態をいいます。

外反母趾の診断は足部レントゲン撮影を行い、診断することになります。外反母趾診療ガイドラインでは、
外反母趾角が20°
以上を外反母趾と定義しています。外反母趾角の大きさによって重症度が分けられています。
特に症状や変形によって困って
いることがなければ、
必ずしも治療
が必要となるわけではありません。
一方で、変形が軽度であっても
症状が強い場合には手術療法を
行うこともあります。
痛みや赤みなど
の症状がある場合、
痛風発作や細菌
感染など別の原因で起こっている
こともあるため、受診して頂くのが
望ましいと思います。

母趾
外反母趾角
（HV角）

正常

外反母趾

Q1 外反母趾にはいくつか種類があるのですか？
A

外反母趾の発生時期には、
先天性、小児期、思春期および
成人期があります。
一般的に加齢とともに変形は
悪化し、その他の足趾変形や
変形性関節症を伴う頻度が増加
します。

正常:15°
未満

小児期

先天性

思春期 および 成人期

Q2 外反母趾の原因はなんですか？
A

外反母趾の発生には、内因性
（もともと本人
が持っている原因）
と外因性
（外界からの原因）
・先天的な足の変形 ・ハイヒール
のいずれも関係があると言われています。
・遺伝
・幅の狭い靴
・性別
内因性なものとして、先天的な足の変形、
遺伝、性別
（男性：女性＝1:9）
、扁平足などが
あります。
・扁平足
外因性なものとして、
ハイヒールや幅の狭い靴
内因性
といった履物の影響がいわれています。
扁平化したアーチ

Q3 外反母趾は遺伝しますか？
A

家族内での報告や靴を履かない人種でも
外反母趾が
あることから
何かしら
遺伝的要因
はあると
考えられて
います。

外因性

外反母趾になると、
Q4 どのような症状が出ますか
？

A

症状は人それぞれで異なっていることも
多いのですが、典型的な症状としては外反
母趾の変形に伴って母趾の付け根部分が
突出し、その部分が靴などに当たることで
痛みが生じます。そのほか、足の裏にタコが
できて痛みが出ることや、変形によって他の
足趾と重なることで痛みが出ることもあります。

軽度:15〜20°
/ 中等度:20〜40°

外反母趾

外反母趾

A

痛みや赤みがなければ、違うと思っていても大丈夫ですか？

特集

？と感じても生活に支障がない場合は
Q5 ちょっと足の親指が中に入っているかな
外反母趾と疑わないこともあるかと思います。

外反母趾とは
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大島 明

重度:40°
以上

基本的には、手術しないと
保存療法では、どのような治療を
Q7
Q6 しますか
治らないのでしょうか？
？

A

保存療法には、履物
（靴）
の指導、運動療法、
装具療法、
薬物療法があります。履物を選ぶ際
の注意点として、ハイヒールなど先の細い
靴は避け、足趾の部分にはゆとりがある一方
で足の甲から踵にかけてしっかり固定ができる
靴を選ぶ必要があります。
運動療法では、足ゆびを開くような運動を
行います。自らの手を使って外反母趾を矯正
する方向へ母趾を動かす運動のほか、足の
筋力で足ゆびを開く
体操、
ゴムひもを使った
体操
（Hohmann体操）
などがあります。詳しい
運動はリハビリコラム
にてご紹介します
（P.5をご参照ください）
。
装具療法には、足の土踏まずや横アーチを
高くした足底挿板
（インソール）
、外反母趾の
矯正装具、
痛みのある部位
の除痛を目的としたパッド
などがあります。軽度から
中等度の外反母趾によい
適応があるとされています。
薬物療法には、鎮痛薬の内服や塗り薬、
消炎鎮痛薬入り湿布などを使用します。
保存療法では変形を根本的に直すことは
難しいですが、痛みの改善は期待できると
いわれています。

A

Q8
A

痛みが症状の中心となっている場合には、
まず
は保存療法が優先されます。一方で変形が中心
となっている場合には、保存治療では難しい場合
も多く、
手術療法が検討されます。手術方法には、
様々な種類が存在しますが、多くの場合骨切り術
を行い、外反母趾の矯正を行います。
その他足趾にも変形がある場合には、必要に
応じてそれらの足趾に対しても手術を行う場合
があります。

外反母趾を放置していると歩けなく
なるのでしょうか？また変形した状態
を放置することで手術不可能となる
ことはあるのでしょうか？
外反母趾を放置しても歩けなくなることは
ありません。
しかし、足の変形に伴って足の裏
にタコができて歩きにくかったり、足に合う靴
がなかったりといったことで日常生活に不都合
が出てくることはあります。
さらに変形が重度となっても手術は可能です
ので、諦めずにご相談ください。
外反母趾を含めて足に関連してお困りの事が
ありましたら、
お気軽にご相談頂ければ幸いです。
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看 護
コラム

訪問診療同行看護師の紹介

外反母趾の予防

当法人では、病院からの訪問診療をはじめ訪問看護・訪問リハビリテーション・
居宅介護支援など、在宅医療にも力を入れて取り組んでおり、多くの看護師が
活躍しています。今回は、訪問診療の場で活躍している看護師をご紹介します！

今回の特集では、整形外科医の大島先生が外反母趾について解説されました。
リハビリでは、それに関連して外反母趾の特徴と予防法について説明させて頂きます。
担当：理学療法士

ある日のタイムスケジュール
8:30

朝礼

医師との打ち合わせ

9:30

電子カルテ、MCS
（メディカル
ケアステーション）
のチェック

訪問診療医に同行し、
患者さんのご自宅や入居施設を訪問します。患者さん
の健康観察や検査用の採血、医師が行う尿カテーテルや胃ろうの交換・傷の
処置などの介助を行います。また、訪問診療スケジュールの確認・調整・必要
物品の準備、患者さんやご家族のご相談への対応などがあります。

Q2. 訪問診療ならではのやりがいはありますか？

昼食

13:00

訪問診療へ

善衆会
訪問看護ステーション
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027-289-2905

足部の内在筋（第3層） / 足裏の筋肉

たんしょうし くっきん

短小指屈筋

母趾内転筋という筋肉が固いと外反母趾になりやすくなります。母趾内転筋は
親指から小指にかけて横に走行する筋肉と親指から足の真ん中へ斜めに走行
する筋肉があります。
そこの部分に対しよくマッサージを行いましょう。ほぐすことに
より足の横アーチが形成されやすくなり、外反母趾の予防にも繋がります。

ぼ し ないていきん

母趾内転筋

ちょうそくていじんたい

長足底靭帯

【マッサージの目安時間】 1〜2分間。

足の親指から小指の間を横へ移動し、
マッサージします。

母趾内転筋は凝り固まりやすい

帰院後 ・採血などの検体提出
・後片付け

訪問リハビリについて

指先の筋肉が働いてないと外反母趾になりやすく、足の縦アーチが低下し
扁平足になりやすいです。扁平足になると外反母趾を誘発しますので、
しっかり足先の筋肉が使えるように動かしましょう。

掴む

善衆会病院
訪問リハビリテーション
027-212-7855

足の指の第3関節から曲げるようにしてタオルを強く掴みます。

足踏み

善衆会
居宅介護支援事業所
027-289-3864

踵の近い関節の動きが硬いとそこから足全体
に波及し、数ある関節の位置がズレやすく
なります。
その結果、
先に説明した母趾内転筋
が固くなり、
外反母趾を誘発しますので、
踵に
近い関節がしっかり動けるように木棒等を使い
足踏みを行いましょう。足部のアーチ形成
にも役立ちます。
【目安時間】 1〜2分間。

る
上げ
ち
持

離す
外反母趾になりにくい靴を
選びましょう

かかと

居宅介護支援について

足裏

タオル掴み

ポイント

027-289-8854

親指から足の真ん中と斜めへ
マッサージします。

足裏

【目安回数】 掴む ➡ 持ち上げる ➡ 離す を1回として10〜20回。

訪問診療について

訪問看護について

親指〜小指の横アーチをマッサージ

短母指屈筋

在宅医療に関するお問い合わせ
善衆会病院 地域医療連携室

予防できる！！！

外反母趾予防のマッサージ・筋トレ

たん ぼ し くっきん

Q4. 地域の皆さんへのメッセージをお願いします。

足のアーチ
の破綻

これをしていれば予防を期待できる

母趾内転筋

病院での医療に比べ、
在宅分野では医師・看護師・社会福祉士・ケアマネジャー
など、院内・院外問わず様々な職種との連携がより重要となります。より密に
情報共有を行い、患者さんへのよりよい医療の提供に役立てたいです。

在宅医療全般のご相談

予防することはなかなか難しい

ぼ し ないていきん

12:00

Q3. 今後、力を入れていきたいことを教えてください。

これからも、患者さんがご自宅で安心して療養生活が送ることができる
よう、より広い視野でサポートしていきたいです。日々研鑽を積んでまいり
たいと思いますのでよろしくお願い致します。

多い

マッサージの やり 方

訪問診療では、患者さんがご自分の住まいで穏やかに過ごすための医療
に携わることができます。患者さんご自身の生活の場で、その人らしく生活
を送るための役に立てている実感があり、やりがいに繋がっています。

11:00 【訪問看護師と打ち合わせ】
訪問診療と訪問看護の両方を
お使いの方もいらっしゃるので
適宜情報共有しています。
医師から指示の出た点滴など
を届けたりもします。

遺伝的要素 幼少期からの 加齢によって ハイヒールが 足趾筋の
があり 発症もみられる 進行しやすい 発症率を増加 機能低下

有意に

外反母趾の予防

訪問診療同行看護師の紹介

Q1. どんなお仕事をされているか教えてください。

1234567
女性が

外反母趾の原因は未だにはっきりしていませんが、外反母趾の病態には特徴があります。

リハビリ

看護

10:00 【訪問準備】
・ 前日、病状悪化があった
利用者さんへ状態確認の
連絡をし、医師へ報告
・当日の訪問先へ電話連絡
・採血や点滴、処置の準備

外反母趾の特徴とは？

体重を
かける
内くるぶし

・足先が広く指先の運動を妨げない
・ヒールは低め
・柔らかい素材

ポイント

内くるぶしから指2本分先に木棒を置き、
少しで良いので体重をかけてみましょう。
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感染対策室より

ウイルス性肝炎について

食べ物についての豆知識

最近テレビのCMでも放送されていますように、肝炎の治療が著しく進歩しており、
多くの肝炎が完治できたり、進行を抑えたりできるようになってきています。

肝臓についての豆知識
肝臓の働き

よく、TV番組で
「○○
（食品）
の消費が一番多いのは、○○市です」
という話題が登場します。
ほとんどの場合、総務省統計局が公開している
「家計調査」
を元にしています。
今回は、
その
「家計調査」
の
「品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市」
というデータから主な項目を紹介します。

肝臓は右の肋骨の下に位置する人間の最も大きな臓器で体重の約１/50を占めます。
かだいじょうみゃく

下大静脈

② 解毒作用

だいどうみゃく

大動脈

かんじょうみゃく

肝静脈

アルコールや薬など本来体に有害な
物質を、毒性の低い物質に変え、
尿や胆汁中に排泄します。

左葉

① 栄養素の代謝・貯蔵

※このデータは、ある食品について、地域ごとの普及の様子を見るために、都道府県庁所在市および政令指定都市を対象に集計したもの
です。それにより、家計調査の1世帯当たり品目別年間支出金額及び購入数量
（2人以上の世帯）
のデータからどのような品目でどの程度
の地域差があるのかが分かります。

前橋市ではどの食品がランキング上位に入っているか見てみましょう！
※ここでは、1世帯当たりの年間支出金額でのランキングとなります。
（2017〜2019年平均）

かんかまじょうかんまく

食べて腸から吸収された
栄養素を体が利用しやすい
形に物質にして貯蔵します。

肝鎌状間膜

右葉
たんのう
たんかん

胆管

胆嚢

かんどうみゃく

肝動脈

もんみゃく

門脈

前橋市で消費が多い食品!?

食
コラム

③ 胆汁の生分・分泌
古くなったコレステロールなどから脂肪の
消化に必要な胆汁を生成します。胆汁は
胆のうに蓄えられ食事の時に胆管から
排出されます。

横浜市

4,313円

5

前橋市

4,062円

全国平均 3,307円

感染対策

貝類の摂取
不衛生な環境での飲食

B型 肝炎ウイルス

C型 肝炎ウイルス

体液感染、母子感染
輸血などの血液感染

体液感染
輸血などの血液感染

4

を入れると
納豆に砂糖
OOD!!
り、食感G
ふんわり粘

盛岡市

6,189円

水戸市

6,171円

山形市

5,723円

前橋市

5,648円

全国平均

4,140円

北海道や東北地方では納豆に砂糖をかけて甘くして
食べることがあるといいます。ある調査によると、4人
に1人くらいの割合で、納豆に砂糖を加えて食している
そうです。砂糖は保水性が高く、納豆の粘りを何倍にも
増幅する効果があるそうで、
納豆の糸がふんわりと粘り、
食感をよくするとのことです。
また、納豆特有の臭みも
砂糖によって消されて、納豆が苦手な人にとっては
食べやすくもなると言われています。

当院 公認心理師の酒井先生があなたの相談内容に
お答

えします

E型 肝炎ウイルス
動物からの感染
生肉の摂取

5

6,601円

連載コラム

ぜんしゅうかい 相談室
相談はありますか？

治療方法

4月から職場が異動になります。新型コロナのため、親睦も取りづらいので、職場の人と親しくなれるか不安です。
この不安を打ち消す良い方法があれば教えてください。
ほとんど自然治癒

完全に排除することはでき
ないが、
肝炎ウイルスの増殖
を抑える薬を用いることで

悪化を防ぐことが可能

B型肝炎の感染リスクが高い
人には、
ワクチンによる感染
予防が推奨されてる

6

医療の進歩により、肝炎
ウイルスの増殖を抑える
薬を用いることで95％

ほとんど自然治癒

以上の確率で体内から
排除することが可能 と

なった

ウイルス発見方法

検査を受けるメリット

自覚症状がないため、血液検査を受けなければ感染の有無を
発見することが出来ません。
健康診断では肝炎ウイルスの検査は任意となっていますので、
かかりつけの医師にご相談ください。

ウイルスの早期発見・治療につながります
癌などの重篤な病気を未然に防ぐことができます
治療にあたっては助成金制度があります

こんにちは、公認心理師の酒井です。卒業・入学、転勤、異動…春は、別れと出会いの季節ともいいますが、気持ちも新たに
スタートを切る季節を迎える方も、
きっと多くいらっしゃることと思います。特に今年は、
「新しい日常で、新たなスタート」
と、
「新し」
尽くしのスタートということで、不安も割り増しになるような感じかもしれませんね。
それでは、
「新しい」
が二つもあると大変なので、分割してみましょう。初めに、
せめて例年通りの
不安であったらと思うので、
「新しい日常」
のところを見てみましょう。毎日の話題の中に新型コロナ
の話が出ない日はない昨今、
まだまだ、新しい日常に慣れたという実感もいまだ持ちにくい状況
ですね。マスクをする生活に少しずつ慣れてきたとはいえ、どうすればよいのかと戸惑うことも
たくさんあります。思えば、
この新しい日常が始まったのも去年から。みんな2回目の春で、慣れた
時間はみんな丸一年と一緒です。時間で比べれば特別慣れている人もいないのが現状です。
自分だけではなく、異動先の方も、異動する自分も同じぐらい不安な気持ちを持っているという
ことが、すでに共通の話題になっていると言えるのではないでしょうか。
もう一つ、新たなスタートをうまく切れるか不安、
というときの
「不安」
は、私たちが、適切な
人間関係を築いていきたいと考えるからこそ、の不安です。
「人付き合いがうまくいってほしい
から、不安」
なのかもしれません。結果、その不安がある方がうまくいくかもしれませんよ。

ぜんしゅうかい相談室

感染経路

A型 肝炎ウイルス

納豆

福島市

|心理

ウイルス性肝炎について

種類

A型、B型、C型、E型の４種類があります。
「国内
最大の感染症」
と言われており、B型、C型がその
多くを占めています。肝炎が進行すると肝硬変、
肝癌に進展することがあります。A型、E型は
ほとんどの場合、自然に治癒します。

群馬県のいちごの生産量は全国で11位で
「やよい
ひめ」
は群馬県生まれの大粒で糖度の高い品種ですね。
またいちごのへたには土の汚れなどが付着しています
のでよく洗って食べることも大切ですが洗う時はへたを
付けたまま洗い、洗った後にへたを取る方がビタミンC
の流出を防ぐことが出来ます。そして、いちごは先端の
方が糖度が高いのでへたの方から先に食べると最後
まで甘味を感じることが出来ます。
ちなみな話

肝炎ウイルスの種類

・
・
・主に人の肝臓の細胞に感染して肝臓の炎症を
引きおこすウイルスを
「肝炎ウイルス」
と言う
アルコール ・
・
・飲酒など
薬
・
・
・薬物や毒物、化学物質など
・
・自身の免疫細胞が自分自身を攻撃してしまうこと
自己免疫性 ・

4,399円

4

肝炎とは、さまざまな原因で肝臓の細胞が壊れたり、その働きが損なわれる病気です。

ウイルス

宇都宮市

な話

栄養 前橋市の家計調査

と
へたを取る
洗った後に
温存♡
ビタミンC

肝炎を起こす主な原因

4,598円

東京都区部 4,397円

いちご

肝炎、ウイルス性肝炎とはどんな病気？

千葉市

ちな
み

不安

#2021年春 #新しい環境 #不安
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解説：薬剤師

初めて受診する病院へ行くんだけど
薬について初診時はどんなことを
伝えればいいのかな？

初診時に何を伝えればいいのか悩みますよね。
特にお薬のことは分からないという方は多いです。
今回はお薬について初診時に伝えるとよい情報をご紹介いたします。

意外に身近な寄生虫
〜アニサキス〜
「寄生虫」
と聞いて、どんな“ムシ”を思い浮かべますか？ 私たちを取り巻く環境には、
実はたくさんの寄生虫がいます。厚生労働省から発表される食中毒事件一覧を
解説：臨床検査技師
見てみると、寄生虫が原因となっているものも少なくありません。
今回は、私たちの身近にいる寄生虫
「アニサキス」
についてお話します。
そもそも寄生虫とは、
ヒトや動物の表面や体内にとりついて(寄生して)生命活動を営む生物を指します。寄生する相手なし
では生きていけません。寄生虫は、大きく分けると
「内部寄生虫」
と
「外部寄生虫」
に分けることができます。

妊娠中・授乳中の方

他の病院にかかっていて薬を飲んでいる場合には
病名・薬品名を伝えましょう。その他サプリメントや
健康食品の名称についても伝えましょう。
処方する薬との飲み合わせ
による副作用や、薬の効き
すぎ、効果を下げるなどを
防ぐために大切な情報と
なります。

妊娠中や妊娠を予定している、
授乳中の場合には必ず伝えましょう。
薬のなかには胎児や乳幼児にも
影響がでるものもあるため、
お子さんの健康のためにも
重要です。

アレルギーや副作用の経験がある方

お酒を飲む方

過去に薬によってアレルギー症状
や副作用が出たことがある場合は
伝えましょう。

お酒を飲む方は薬とお酒の
飲み合わせについても確認
しましょう。薬の中には
アルコールと併用すると危険
なものもあるので注意する必要があります。

ぎょうちゅう きゅうちゅう じょうちゅう

内部寄生虫

消化管など身体の中に寄生

アニサキス、蟯虫、吸虫、条虫など

外部寄生虫

体表面(皮膚)に寄生

ノミ、ダニ、シラミなど

治療

・長さ約2〜3cmで、白色の
少し太い糸状です。
肉眼でよく見えます。

胃であれば、胃カメラで観察できるので、壁に潜り
込んだ虫体を直接つまみ取ります。
一方、腸の場合カメラ
で見つけることは困難
です。
しかし、1週間ほど
経てば死滅してしまう
ので、痛み止めを使い
ながら症状が治まる
のを待ちます。ただし、
中には腸の壁に穴が
あく穿孔を引き起こし
重症化する例もありま
すので食中毒を疑った
ときは、必ず受診しま
しょう。

約2~3cm

・幼虫が寄生している魚介類
サバ、
アジ、
サンマ、
カツオ、
イワシ、
サケ、
イカなど

職業について
薬の中には眠気を生じるものがあります。車両を運転する方
や危険な機械操作を伴う作業を行い、
眠くなると業務に支障をきたす方は必ず
伝えてください。

食中毒の症状
食べてからの

発症時間

症状

自分のお薬について知っておこう

自分のお薬を知るために、
お薬手帳を
活用することもおすすめです。
次号では お薬手帳について 詳しくご説明します。

予防方法

幼虫が寄生した生鮮魚介類を食べた後
発症名

胃アニサキス症

薬について知っておきたいこと
名前

効果

服用時の
注意点

数時間後〜

みぞおちの激しい
痛み、嘔気、嘔吐

副作用

腸アニサキス症
十数時間後以降 激しい下腹部の痛み

飲み合わせ
食べ合わせ

他にも気になることがあれば
医師や薬剤師に相談してみましょう。

アニサキスは肉眼でよく見えます。最大の予防方法
は、
「食べる前によく観察すること」
です。
・新鮮な魚介類を選び、速やかに内臓を取り除く
→ 幼虫は寄生している魚介類が死亡し時間が経つ
と、
内蔵から筋肉に移動することがわかっています。
・内臓を生で食べない
・幼虫を見つけたら取り除く
・冷凍する → -20℃で24時間以上
・加熱する → 70℃以上、
または60℃なら1分

意外と身近な寄生虫 〜アニサキス〜

意外と知らない薬のはなし

アニサキスの特徴

検査

薬剤

現在の病気と使用中の薬剤名

皆さんはご自身が使用している薬のことを知っていますか？
使用している薬の名前やどのような症状に対して使用しているか
理解しておくことはとても大切です。
しっかりと理解することで飲み間違いの防止にもつながります。
また、旅先や災害時などの緊急時でかかりつけの病院に行けない
ときに医師や薬剤師により正確な情報を伝えることができます。
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意外と
知らない
薬のはなし

〜薬をより安全に使うには〜

初診時に伝えること

※酸には強く、
酢でしめても死滅しません。塩、
しょうゆ、
わさびも同様ですので、
この点に十分注意しましょう！
※虫体が胃や腸の壁に潜り込み、周囲に強い炎症を起こして激痛
が生じます。
＜参考文献＞ 国立感染症研究所
「アニサキス症」
、厚労省HP
「アニサキスによる食中毒を予防しましょう」
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新入職医師のご紹介

善衆会居宅介護事業所のご紹介
あなたと
地域と
医療コト

Q.1

2020年4月に本事業所が開設され、2021年4月からは
ケアマネジャー2名を増員し、ケアマネジャー 合計4名の在籍
となります。

今回は、具体的にどのようなことをしている事業所なのかを
ご紹介します。

居宅介護支援事業所とは何ですか？

ケアマネジャーがいる介護の相談窓口です。対象は
要介護１以上の認定を受けた人です。場合によっては
要支援の人も受け入れています。利用料は全額介護
保険にて支払われるため無料です。
「介護保険はどうしたら
利用できるの？「ヘルパーに手伝っ
」
てほしい」
「デイサービス
を利用したい」
などの希望があればお気軽にご相談
ください。
→ 居宅介護支援事業所を利用可能
要支援 要支援 要介護 要介護 要介護 要介護 要介護

１

軽度

Q.2

2

1

2

3

4

介護の必要度

5

重度

ケアマネジャーはどのような
お仕事をされていますか？

ケアマネジャーは介護支援専門員ともいい、
支援を必要
とする方に対して、要介護認定申請の代行やケアプラン
（介護サービス計画書）
の作成、各サービスの手配・調整
を行います。住み慣れたご自宅で暮らし続けるために
ご利用者様やご家族様のご希望、
お困りごとなどをお聞き
し、
出来る限り自立した生活が送れるよう環境を整えます。

利用できる介護保険サービスには
どのような種類がありますか？

訪問介護・通所介護
（デイサービス）
・福祉用具貸与・
訪問看護・訪問入浴・短期入所生活介護
（ショートステイ）
など、
ご利用者様のニーズに合わせて
様々な介護サービスがあります。
当院には訪問看護ステーション、
訪問リハビリ、
デイサービスがあり
ますので連携しながら
よりよい支援を一緒に考えています。

Q.4

個人の相談は受けてもらえますか？
施設のみですか？

ご自宅で過ごす方への支援が中心となります。家での
生活が不安な方、入院中の方、ご家族の相談を個別に
お受けしています。施設への入所を希望する方には、
介護保険施設への紹介等を行います。
もちろん個人での
相談も可能ですが、必要な機関へご紹介させていただく
こともあります。
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相談窓口へお越しいただくか、またはお電話ください

地域医療連携室 027-289-8854 または 居宅介護
支援事業所 027-289-3864
（お持ちの方は介護保険証・介護保険負担割合証・印鑑
をご持参ください）
要介護認定の確認をさせていただきます

認定を受けていない人は、市役所や各支所で手続きが
必要となります。私たちが代行申請も行います。

ケアマネジャーを選びます

希望するケアマネジャーがいない場合は、私たちが
お受けします。
自宅へ訪問させていただきます

契約を行います。お困りごとやご希望を伺い、
よりよい
サービスを提示させていただきます。

稲永 紗季 先生

整形外科一般
膝関節外科

患者さんと一緒に納得のいく治療法を
選択できるように、相談しやすい空気を
作ることを心がけていきます。

Q.1 Answer

患者様おひとりおひとりと向き合い、
丁寧な診療、分かりやすい説明を心がけて、
患者様が納得のいく診療・治療をうけられる
よう努めて参ります。

子供とプールに行くこと
子供を後ろに乗せてサイクリング

Q.2 Answer

安心、安全に手術をうけられるように、
スタッフと協力しながら麻酔すること。

Q.2 Answer

ゴルフ、バレーボール

フルート

患者さんや病院利用者の方へメッセージをお願いします。

よろしくお願いします。

Q.3 Answer

通常の整形外科診療はもちろん、加齢に
よる関節の不具合やスポーツ障害で
お悩みの方は是非ご相談ください。

ご利用者様に合ったケアプランを作成します

4月1日、新入職スタッフ 19名を迎えました！

関係事業所との連絡調整を行います

医師3名、看護師・コメディカル・事務等 16名と、合計 19名のスタッフが入職しました。
初日は、理事長・病院長のご挨拶から始まり、当院の概要から医療安全や感染対策に関する教育、
接遇マナー研修と、幅広い内容にてオリエンテーションを行いました。心肺蘇生・AEDの実技
の際は、有資格者も事務方のスタッフも講師の教え通り、大きな声で実践できていました。
しばらくの間、至らない点もあると思いますが、精一杯頑張りますので、
何卒よろしくお願い申し上げます。

関係する職種が集まり顔合わせを行います
（サービス担当者会議）
その時サービス事業所との契約を行います。

Q.1 Answer

趣味、好きなスポーツは何ですか？

Q.2 Answer

Q.3 Answer

麻酔全般

患者さんへの診療方針、考え方、気を付けていること、心掛けていること等を聞かせてください。

Q.1 Answer

Q.3

専門

専門

整形外科一般
ロコモ

Q.2

肥塚 恭子 先生

徳永 伸太郎 先生

専門

Q.1

こいづか きょうこ

とくなが しんたろう

Q.3 Answer

麻酔に関する不安を少しでも
軽減できるように診療して
いきたいと思います。

サービスの利用が開始されます
毎月1回以上ご自宅を訪問し、様子の確認やサービス
内容が合っているかお話を伺います（モニタリング）

地域包括支援センターとは
Q.6 どう違う
のでしょうか？

包括支援センターは、
お住まいの地域の行政から委託
を受け運営されている施設です。
地域のご高齢者の生活に関する総合的な相談に加え、
権利擁護や地域の支援体制づくり、介護予防支援など
も行っており、介護・福祉・医療の専門スタッフがいます。
「要支援１
・
２」
と認定された方のケアプランは原則として
地域包括支援センターが作成します。
地域で暮らす方の
「こんなときどうすればいい？」
と
気軽に聞ける窓口です。

善衆会病院

友だち
募集中

LINE 公式アカウントを開設しました！コロナ禍に突入し一年が経ち、
健康講座など皆さまとの関わりの場が再開できずにいます（寂しいです！）
。
そこで、当院も手軽にできる運動動画、管理栄養士の考案したレシピ紹介・
病院食のウラ話やオンラインの健康講座など、皆さまの暮らしと健康に
楽しく役立つ情報を配信します！「Youtube? そんなもんよくわからん！」
という方も、LINE からなら１タップで簡単に動画をご覧いただけます。
その他、診療についてや、予防接種、検診のご案内なども届きます！
ぜひ、友だちになってくださいね。

Please scan this QR code!

当院からのお知らせ

善衆会居宅介護支援事業所のご紹介

Q.3

Q.5 サービスの流れを教えてください。

いななが さき

①この QR コードをお手元の
スマホのカメラで読み取ります。
②LINE アプリが起動し、
善衆会病院のページが開きます。
③「追加」をタップしてください。
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