患 者 様と北 野 病 院をつなぐ連 絡 帳

北野病院からのおしらせ
5階プラナホールイベント

◇塚本眞規＆ダヌーツ・マーニャ コンサート
日時／平成29年11月1日
（水）15：00開演
出演／塚本眞規、
ダヌーツ・マーニャ

◇秋のふれあいコンサート

日時／平成29年11月21日
（火）15：00開演
出演／中原加奈、
徳岡あかね、
東堂ちひろ

◇ソロモンバンドＸmasコンサート

日時／平成29年12月16日
（土）13：45開演
出演／大阪伝法キリスト教会

きたの通信

駐輪場変更のお知らせ

市条例により北野病院周辺は駐輪禁止となっております。
平成29年7月24日
（月）
から、
下記駐輪場のご利用をお願い
しております。
皆さまにはご不便をおかけしますが、
ご協力どうぞよろし
くお願いいたします。
なお、
現在当院は不法駐輪対策強化を行っております。

No.62

第1駐輪場
（西館）
第2駐輪場
（病院東側）
臨時駐輪場
（病院西側）
第2駐輪場
（病院東側）

臨時駐輪場
（病院西側）

16台

2017. 秋 号

北野病院

52台

第1駐輪場
（西館）

168台

無料でご参加いただけます。
また、事前のお申込なども必要
ありませんので、
お気軽にお越しください。

腎臓病教室のお知らせ

腎臓病を皆さまに知っていただくために腎臓病教室を開
催します。
どなた様でも予約なし、
参加費無料でご参加いた
だけますので、
お気軽にお越しください。
◇今日からできる！食事療法の基本とコツ
日にち／平成29年11月28日（火）
担当者／管理栄養士

扇町小学校

扇町公園

北野病院 西館

※駐輪場に限りがありますので、
ご面会の方の自転車での
ご来院は、
お控えくださいますようお願いいたします。

病院休診日変更のお知らせ

平成29年10月より、第４土曜日を休診日とさせていた
だきますので、休診日にご注意くださいますようお願いいた
します。
第２土曜日

◇検査でわかる事
慢性腎臓病と運動療法

平成29年
10月以降の
休診日

日にち／平成30年1月23日（火）
担当者／臨床検査技師・理学療法士

第４土曜日
日曜日
祝 日
年末年始
（12月29日〜1月3日）

■時間：14：30〜15：45
■場所：きたのホール

北野病院 公式FacebookのQRコードができました！

特集

携帯電話やスマートフォンから手軽にアクセスいただけます。
日々情報を更新しておりますので、ぜひご覧ください！

寄附者一覧（平成29年7月〜9月）

【法人】匿名 14法人様
【個人】福井 吟様

櫻井 敏子様

吉田 真喜夫様

田邊 和雅様 Hwu Yuh Lan様 田原 隆様
森井 達郎様 播岡 德也様

村井 美登様

木村 召子様 匿名 9名様（順不同）

〜表紙写真撮影者からのコメント〜
撮影者：放射線科（画像診断クリニック）係長
伊藤 寿夫
数年前、
奈良を訪れた際、
爽やかな秋空が広がる
奈良市都祁村
（つげむら）
のある民家の庭先に背の
高い秋桜
（コスモス）
が見事に咲き揃っていました。
そのお宅の方にお願いし青空をバックに撮影した一枚
です。

主に4つの疾患で、外科治療を行います。

心臓血管外科とは？
医療のコトバ これって何？

入院支援センターとは？

かんごホットToday

お産とそれを支える活動をご紹介します！
ご自由に
お持ち帰り
ください

あなたのまちのホームドクター

レディースクリニック北浜（大阪市中央区）
きたのトピックス

北野病院からのお知らせ

特集／心臓血管外科とは？

特集

北野病院心臓センターには、循環器内科・不整脈科・

地域のかかりつけの先生との
コミュニケーションで治療にあたります︒

心臓センター長・
心臓血管外科主任部長 羽生 道弥

心臓血管外科とは？

心臓血管外科があります。

④末梢疾患（手や足の血管）

今回は、心臓血管外科について平成29年4月1日付で

心臓には４つの弁があります。弁の異常には弁が硬く

末梢動脈疾患とは手足の動脈が動脈硬化によって

なって狭くなる「狭窄症」と、弁の閉まりが悪くなり逆流

狭くなったり詰まったりして血液の流れが悪くなり、さま

心臓血管外科に着任しました羽生主任部長にお話を

する「閉鎖不全症」の２つがあります。狭窄症に対しては

ざまな症状を引き起こす病気です。血液の流れが悪く

伺いました。

人工弁（図４）で置き換える手術を行います。

なってしまった動脈に、患者さんの状態にあわせ、静脈

はにゅう

グラフトや人工血管を用いてバイパス手術や狭くなって
いる血管をバルーン（風船）やステント（金属の管）を

心臓血管外科では
どのような病気を治療しているのでしょうか？
心臓血管外科の治療の主な対象は下記の４つの疾患で、
外科治療を行っています。

①冠動脈疾患（狭心症、心筋梗塞など）

図4）人工弁

の弁を温存して修復する『弁形成術』
（図６）を第一選択
にしています。弁形成術はご自身の弁なので、人工弁に

４月に北野病院に着任する前は、日本の心臓治療の

する薬（ワーファリン）の内服も回避でき、患者さんには

パイオニア的病院の一つである福岡県北九州市の小倉

利点が多い手術です。

記念病院で副院長兼心臓血管外科主任部長として４,６００
例以上の心臓• 大血管の手術を執刀してきました。冠動
脈バイパス術２,３７２例（うちOPCAB １,６７５例）、弁膜
症手術２,３６５例（うち僧帽弁形成術５３０例）、胸部大動

心筋梗塞を発症します。主な症状は胸痛発作です。原因は動脈硬化で

脈瘤手術８８２例（うち弓部大動脈瘤３５４例）と心臓血管

すが、高血圧、高コレステロールをはじめとした脂質代謝異常、糖尿

外科医として数多くの手術実績があります。これからも

病、肥満、喫煙があると動脈硬化が進行しやすいと言われています。

循環器内科の先生と協力して個々の患者さんにとって
図5）僧帽弁閉鎖不全

図6）僧帽弁形成術

一番の治療を行っていきます。また、当院でも前医にお
いて日本でもいち早く導入した、高齢者の方の重症大動

と言います。
（図1）。従来
は人工心肺装置（図2）を

脈弁狭窄症に対するカテーテルを用いた低侵襲治療

③大動脈疾患

使用して心臓を止めて手

（TAVI＊）の導入を目指しています。

一番多いのが、大動脈にこぶ（瘤）ができる「大動脈

術を行っていましたが、

瘤」という病気です（図７）。多くの場合、動脈硬化が原因

当院では心臓を拍動させ

＊TAVIとは、胸を開かず、また、心臓を止めることなく、
「人工弁」を患者さんの心臓に装着することができる治療法です。

です。無症状で健康診断などで偶然発見されることが

な がら スタビ ラ イ ザ ー

多いですが、しわがれ声で見つかる事もあります。次に

（図3）という器具を使用
して冠動脈の動きを抑え

先生のこれまでの経験と今後の展望は？

比べて感染症に強く、条件が合えば、血液をさらさらに

（「狭窄」と言います）、閉塞したりすると、血流不足に陥り、狭心症や

手術を冠動脈バイパス術

使って広げるカテーテル治療を行っています。

僧帽弁閉鎖不全症（図５）に対しては、当院ではご自身

心臓の筋肉に酸素や栄養を供給している冠動脈が狭くなったり

狭窄のある冠動脈に内胸動脈や静脈グラフトをつないで血流を増やす

「主に４つの疾患で、
外科治療を行います。
」

②弁膜症

図1）冠動脈バイパス術

てグラフトを吻合する心拍動下冠動脈バイパス術（OPCAB＊）という
低侵襲手術を行っています。
＊OPCABとは、人工心肺を使用しない冠動脈バイパス手術のことです。

羽生主任部長

多 い のが、突 然 の 胸 部・背 部 • 腹 部 の 痛みで 発 症して
大動脈の壁が裂ける「解離性大動脈瘤（大動脈解離）」
という病気です。いずれも人工血管で置き換える手術
（図８）を行っています。部位や年齢によってはステント
グラフト治療も行っています。

「ここ」がポイント！！
心臓•大動脈疾患の予防には生活習慣病の改
善が大切です。
心臓センターでは毎朝カンファレンスを行い、
循環器内科医と一緒に患者さんの情報を共有
して安全安心な医療を行っています。
手術後は、
基本的には地域のかかりつけの先生
に診ていただき、
定期的に北野病院で診ていき
ます。
何か問題があればいつでも来ていただく

図3）スタビライザー

ため、
かかりつけの先生とコミュニケーション
を密に行っています。
図2）人工心肺装置

1

図7）弓部大動脈瘤

図8）弓部大動脈瘤
人工血管置換術

2
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医療のコトバ

これって何？
ナニ

聞いたことがあるような、
ないような？
難しい医療用語などを
わかりやすく解説します！

y
a
d
o
T

を支えます」
「お母さんと赤ちゃんにやさしいお産

入院支援センターとは…？

A
nswer

入院治療が安全に進められるよう、薬剤師と看護師が
ご入院前から面談し、不安なく入院が出来るように
お手伝いをさせて頂くところです。

北野病院では、患者さんやご家族が安心して入院し、安全に治療・検査が受けられるように、各部門と連携を

取りながら様々なサポートを行っています。

その一つとして2017年8月14日より
「入院支援センター」
を開設いたしました。
ここでは、薬剤師と看護師が

協同し、入院前に様々な確認・説明・相談にあたっています。

お母さんと赤ちゃんに寄り添う当院の
お産とそれを支える活動をご紹介します！
北野病院では年間約700名（昨年度実績）の赤ちゃんが
誕生し、7階西（産科）病棟は元気な赤ちゃんの泣き声とお母
さんやご家族の幸せな笑顔であふれています。
当院は大阪府下、特に近隣の地域からの産科の救急搬送
に対応する地域周産期センターとして、年間約100件の救

薬剤師がお薬の確認を行います

急搬送を受け入れています。総合病院として安全・安心な

現在飲んでいるお薬の確認を行います。お薬の中には、飲み続けていると手術・

しておりますので、今回はその様子をご紹介します。

薬剤師は、安全に手術や検査を受けて頂けるように、入院される患者さんが

検査が安全に実施できないものがあり、
一時的に飲むことを止めて頂く場合もある

ためです。非常に大切なことですので、医師の指示があれば、
お薬中止についての

ご理解・ご協力をお願いいたします。

医療を提供するだけではなく、母と子にやさしいお産を目指
当院のお産の特徴は、自然の経過を大切に見守りながら
も、必要な時にはタイムリーな医療を受けられることです。産婦人科・小児科医師ともに多数在籍しており、
お産を優しく見守っています。帝王切開率は約21％（総合病院の帝王切開率 全国平均約24％）と低く、経腟

看護師が様々な説明とご相談をお受けします

分娩に寄り添うケアに力を入れています。

また、退院後の生活など不安な点は、地域医療サービスセンターの看護師やソーシャルワーカーも一緒に相談

いただけるよう助産師外来や保健指導を行っています。お産や子育てに向けた教室として、出産準備クラス前

看護師は、安心して入院治療に専念して頂けるように、入院に向けての準備や、療養生活について説明します。

をお受けします。外来部門・病棟部門など多職種で連携し、入院時から退院後の生活を一緒に考え、支援してい

きますので何でもご相談ください。

お母さんと赤ちゃんに寄り添う助産師・看護師の活動も充実しています。妊娠中はより健康にお産を迎えて
期・後期に加え、昨年より「ひまわりおっぱいクラス」と「沐浴育児クラス」がスタートしました。赤ちゃんのお世
話をされるご家族ならどなたでも一緒にご参加いただける教室もご用意しております。
また助産師によるマタニティヨガ教室も週に1回開催して

≪入院支援センターの役割≫

おり、安産に向け前向きに取り組む妊婦さんが大勢参加され

（１）入院日時の確認と必要物品などの説明

ています。お産への効果はもちろん、実際にお産のお世話を

（２）患者さんの基本情報（日常生活や連絡先など）の確認
（３）薬剤師による、現在飲まれているお薬や中止するお薬の確認
※現在飲まれているお薬と、
「おくすり手帳」をお持ちください。目薬・貼り薬・
吸入薬・サプリメント・健康食品についても、使用中であればお持ちください。

（４）入院時のご質問にお答えする看護師との面談

する助産師が担当しておりますので、
「入院時に顔見知りの
助産師がいることはとても安心」と好評です。またママ友作
りの場にもなっているようです。
お産後は母児同室・母乳育児を推進しており、

1階

案内図

それぞれのお母さんと赤ちゃんのペースを大切にし
た授乳・育児指導を、退院後は母乳相談室で支援を
行っています。またホテルニューオータニよりお祝い
のお食事を提供させていただいております。
今年度より分娩予約数を増やし、より多くのお母
さんと赤ちゃんにご満足いただけるサービスを提供
していきたいと思っております。そんな北野病院の
お産をご家族、お知り合いの方にご紹介いただけ

■場所：右図参照
■日時：平日 午前8：50〜午後4：30（予約制）

3

れば幸いです。

4

ホ ームドクタ ー

あなたのまちの

北野病院と連携いただいている医療機関をご紹介します！
﹁地域医療サービスセンター﹂
では︑﹁かかりつけ医﹂
を探すお手伝いをしています︒
お気軽におたずねください︒

のススメ
つけ医
かり
か

きた のトピ ックス

レディースクリニック
北浜

大阪市
中央区

【診療科目】産婦人科

患者様にとって、いま何が必要か。
大変シンプルながら
最も大切なことなのです。

奥 裕嗣（おく ひろつぐ）院長

今回ご紹介する
「レディースクリニック北浜」
は不妊治療を

● 就任のご挨拶
■専門領域

血液内科・腫瘍内科

血液内科部長

北野 俊行

この度、血液内科部長を拝命致しました。
これまで、血液疾患などの化学療法を中心に診療を
行っておりました。血液疾患には、経過が慢性のものもありますが、急性に発症し、迅速な対応
を必要とする疾患も少なくありません。造血幹細胞移植のように、患者さんの負担の大きな治
療が必要な場合もあります。
これからも、血液内科全体で協力して、様々な血液疾患に適切な
対応ができるよう努力したいと考えておりますので、
よろしくお願いいたします。

せ
● 診療科からのお知ら

耳鼻咽喉科外来からのお知らせ

専門としたクリニックで地下鉄堺筋線・京阪本線
「北浜駅」
から
徒歩１分、ザ・北浜プラザ
（旧三越百貨店跡地）
３階にあります。

平成29年6月1日より、土曜日の耳鼻科外来は、紹介
状をお持ちの方のみの診察とさせていただくことに
なりました。予めご了承いただきますようお願い申し
上げます。

院長の奥 裕嗣先生のご実家は代々続く産婦人科で奥院長は
２０代目だそうです。最先端の体外受精について学ぶためアメ
リカ留学もご経験されました。
２０１０年に
「レディースクリニック

明るく開放的なエントランス

北浜」
を開設され、
１日８０人前後の患者様が通院されています。

平成29年8月1日就任

整形外科外来からのお知らせ
平成29年10月1日より、整形外科外来の診療体制が下記の通り
変更になりました。
（１）初診の患者様は、紹介状をお持ちの方のみ
（２）再診の患者様は、診察予約のある方のみ
に限らせていただきます。
診察予約のない再診患者様の受診は、他医療機関からの紹介状
をお持ちの方のみとさせていただきます。
受診を希望される患者様は、まずは紹介状をご準備の上、地域
医療サービスセンターを通じて事前予約をお取りになられるか、
受診希望日にご来院くださいますようお願い申し上げます。
なお、緊急を要する患者様についてはこの限りではありません。

奥先生は
「患者様に納得していただいてから治療を受けてもらいたい」
としっかり説明し、治
療を受けてもらうことを大切にされています。患者様の多くは受診までにご自身で治療につい
て調べて来られる方が多いそうで、クリニックのホームページには治療実績も公表されていま
す。それから
「不妊治療で結果が出なかった方にも『先生のところで診てもらってよかった』
と
言って卒業してもらえるような医療を提供したい」
と不妊治療で悩む患者様の 気持ち に寄り
添った医療を心がけておられます。そしてその院長の想いはスタッフ全員に浸透されています。
私達が取材に行かせていただいた時、入り口を入った
時から明るい笑顔で親切に対応していただいたのが
印象的でした。クリニックには患者様に寄り添うよう
な明るいスタッフの方々が揃っています。
不妊治療は不安な気持ちで受診される方が多いと
思いますが、
レディースクリニック北浜では治療のこと
だけではなく、クリニック全体で患者様のことをサポー
トされているのが伝わりました。患者様に寄り添い、安

落ち着きのある心地よい待合室

心してもらう。 患者様にとって今何が必要か を大切に診察されているクリニックでした。

レディースクリニック北浜
〒541‐0043

中央
公会堂

大阪市中央区高麗橋１
‐
７
‐
３
The Kitahama PLAZA 3F

連絡地下道

水

木

金

土

午前9：30〜午後1：00
午後4：00〜午後7：00

本線

大阪証券
取引所ビル

レディースクリニック北浜
堺筋

●休診日：日曜・祝日

高麗橋通

線

京阪

北浜駅

火

地下鉄堺筋線

月

京阪
中之
島

土佐堀通

TEL.06‐6202‐8739
http://www.lc-kitahama.jp
診療時間

なに
わ橋
駅

● クリニクラウン来訪！

子ども達の笑顔あふれるひとときでした
小児科病棟にクリニクラウンが来てくださいました。
クリニクラウン※（臨床道化師）
とは、病院（クリニック）
を訪問す
る道化師（クラウン）のことで、入院生活を送る子どもの病室を
訪問し、遊びとユーモアを届け、子ども達の笑顔を育みます。
活動の主体は子ども達です。病気の治療のために様々な制限の
中で入院生活をしている子ども達が、おもいきり笑い、主体的に
遊ぶことのできる環境をつくり笑顔を届けてくれます。当院でも
小児がんや難病等と闘いながら、長期入院している子どもがた
くさんいます。子ども達は、
クリニクラウンの来訪を毎回楽しみに
しています。辛い治療や刺激の少ない入院生活が少しでも良い
想い出になればいいなと思います。
また、子ども達だけではなく、
子どもの笑顔をみて、その家族・医療従事者も一緒に笑い楽し
むことができました。子ども達の笑顔は宝物です。
※認定NPO法人 日本クリニクラウン協会所属

（ザ・北浜プラザ 3F）
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The Kitahama
アクセス：
地下鉄堺筋線・京阪本線「北浜駅」❹番出口直結 徒歩1分
地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」より地下道で直結 徒歩7分 京阪中之島線「なにわ橋駅」より 徒歩3分
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