
　転倒はあらゆる場面、いつ何時発生する
かもしれない事故です。転倒によって起こ
る大腿骨頸部骨折、脊椎圧迫骨折などは要
介護状態や寝たきりの原因となると言わ
れています。
　そこで、我々、済生会病院リハビリテー
ション課は医療安全室と共に転倒の危険
性、転倒予防の知識を地域の方々に向けて
発信するために平成25年6月より「転倒予
防教室」を開催しております。
　開催日は毎月第3火曜日、16：00～16：45
の45分間。参加費は無料です。参加者は転
倒予防に興味のある、地域の方なら誰でも
参加可能となっています。予約制なので済
生会病院リハビリテーション課までご連
絡を頂けると幸いです。
　内容としては医療安全室の看護師から、
『転倒転落の発生件数、発生場所、転倒転落
と死亡率の関係、2025年問題』などの話が
あり、参加者からは「最も多い事故発生場
所が自宅とは知らなかった」「2025年を迎
えるにあたって健康管理や転倒しない為
に自分で運動することが大事と感じた」

「転倒と死亡率が関係しているなんて怖
い」などの声を頂いております。
　続いてリハビリテーション課スタッフ
からは『こんな人は要注意！転倒チェック
シート、転倒予防に必要な筋力トレーニン
グ、簡易身体測定、正しい歩き方を知って
いますか？歩行チェック』を行います。参
加者の方は何度も計測をやり直す方、必死
でバランスをとる方や、「真剣にやると効
くわ～！きつい～！」と言いながら筋力強
化に励む方、歩行チェックでは緊張されて
手と足が一緒になってしまう方、「普段は
背中が曲がっているから恥ずかしいわ」と
言いながらもモデル顔負けのウォーキン
グを披露する方もみえました。
　参加者の方からは「体力測定をしたこと
で、自分自身の運動能力を知ることができ
て満足した」「歩き方で転倒の危険性が変
わる事を知れてよかった」「改めて転倒し
ない歩き方を教えてもらい非常に参考に
なった」と好評をいただいています。

　ここで、転倒予防教室で実際に行ってい
る運動を一つ紹介させて頂きます。転倒を

起こしやすい高齢者には危険を予測をし
ながら歩く能力が低下している事が分
かってきました。
　そこで、二重課題遂行能力を簡単に鍛え
る方法です。椅子に腰かけてもらいます。
座ったまま、10秒間足踏みをします。足踏
み運動と同時に「野菜の名前」を思いつく
だけ声に出して言ってもらいます。この
時、足踏みを続けながら野菜の名前がスラ
スラ出てくる方は転倒しにくいと言われ
ています。反対に、足踏みが止まってし
まったり、野菜の名前が出てこなかったり
する方は転倒の危険性が高いということ
になります。
　日常的に二重課題のトレーニングを
行ってみて下さい。

　短い時間ですが参加者の方と積極的に
意見交換ができ、常に笑いの絶えない教室
となっています。
　是非、私たちと一緒に転倒しない強い体
を楽しく作りましょう。皆様の参加をお待
ちしております。
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済生会松阪総合病院の
転倒予防教室に
参加してみませんか?!

● 医療技術部　リハビリテーション課



　朝8時、“おはようございます”の元気な
挨拶と共に受付のシャッターが開き、医
事課の忙しい１日が始まります。
　医事課は窓口業務（受付・外来会計・入
退院）、病棟業務、統計業務、渉外担当業務
そして医療情報システム室から成り立っ
ています。
　受付窓口では、ソラストの社員たちが、
来院される方々に笑顔で対応していま
す。
　病棟業務では、入院患者さんの会計業
務（退院時請求書・定期請求書の作成）や

レセプト（診療報酬明細書）の作成業務な
どを行っています。またＭＳＷ（医療ソー
シャルワーカー）と連携を取りながら入
院患者さんの相談にも応じています。
　相談窓口では、経験豊富な渉外担当者
が、安心して治療を受けていただけるよ
うに様々な相談をお受けしております。
統計業務は、病院のデータバングです。
日々の統計から月報、年報の作成し、病院
の現状を知る上
で欠かすことの
出来ない業務で
す。
　そして忘れて
はならないのが
医療情報システ
ム室です。電子カ
ルテ等の医療情
報システムの管
理 を 一 手 に 行
なっております。
常にシステムの

状態を管理し、よりよい診療が行なえる
よう日々目を光らせております。
　万一、診療時間内に不具合が生じた場
合でも、患者さんにご迷惑がかからない
よう迅速に対応しています。
　以上が医事課業務です。私たちは「笑
顔、まごころ、思いやりの心」を忘れず、患
者さんの立場で考え、わかりやすい説明
を心がけています。

　白癬とは皮膚糸状菌(白癬菌)という真菌(カビ)が皮膚
に感染して起こる皮膚感染症です。手・足・爪に生じたも
のは「水虫」、頭に生じたものは「しらくも」、身体に生じ
たものは「ぜにたむし」、股に生じたものは「いんきんた
むし」と生じる場所により呼び名が異なります。発赤・か
ゆみ・ただれ・水ぶくれなどの症状が現れます。白癬菌
は、高温多湿の環境を好み、皮膚表面に汗や汚れが残っ
ていると繁殖しやすいです。

【塗り薬】
●クリーム…べとつきがなく、使用感がよい。ジクジク
型、カサカサ型、どちらにも適している。
⇒アスタット R クリーム1%、ニゾラール R クリーム2%
フロリードD R クリーム1%、ラミシール R クリーム1%
●軟膏…刺激が少なく、保湿効果に優れている。カサカ

サ型に適している。
⇒アスタット R 軟膏 1%
●外用液…手を汚さずに塗れる。患部の範囲が狭い白癬
に適している。
⇒アスタット R 外用液 1%、メンタックス R  外用液 1%

【飲み薬】
身体の中から白癬菌に作用する。塗り薬が届かない部分
(爪の中)に適している。
⇒イトリゾール R カプセル50、ラミシール R 錠 125mg

真菌は感染部位以外にも広範囲に付着していることが
多いため、完治したとしても再発する場合があります。
足やからだを清潔に保ち、感染を予防しましょう。

何かご不明な点があれば薬剤部までお尋ねください。

医事課
●事務部医事課 課長　中西春美

済生会松阪総合病院 薬剤部

各科の紹介

●今回は白癬についてお話します

●治療薬

笑顔、まごころ、
思いやりの心
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今回は、ウイルス感染の検査につ
いて述べさせていただきます。

　血清を用いてウイルス感
染の有無を調べるのに肝炎
ウイルス検査があります。
肝炎ウイルスは、B型肝炎ウ
イルスとC型肝炎ウイルス
が最も代表的です。
　B型肝炎ウイルスの検査としてはHBs抗

原があります。HBs抗原と
は、B型肝炎ウイルスの外
側をおおっている部分をみ
つける検査で、陽性であれ

ばB型肝炎に感染しています。体がだるい、
食欲がない、発熱するなど風邪のような症
状で医療機関に受診し、B型肝炎にかかっ
ていたことがみつかる場合もあります。
　C型肝炎ウイルスの検査としてはHCV
抗体があります。これは過去にC型肝炎ウ
イルスにかかり、これ
に対する抗体をみつけ
る検査です。陽性であ
れば過去にC型肝炎に
感染していたことになります。B型肝炎も
C型肝炎もきちんと治療を受けることが大
切です。放置すると肝炎から肝硬変、肝が
んに進行することもあります。

　また、その他のウイルス感染検査として
HIV検査があります。HIV（ヒト免疫不全ウ
イルス）はヒトに感染すると後天性免疫不
全症候群(AIDS)を発症します。HIV検査で
はウイルスに対する抗体を検出します。結
果が陽性の場合このウイルスに感染して
いることを意味します。しかし陽性であっ
ても、AIDSを発症するまでは、10年程度期
間がありますので必ず医療機関を受診し
ましょう。最近では医学
が進歩しAIDSの発症を
おさえる治療法も確立
しつつあります。

カツオの中華風サラダ
● 材料（2人分） ● 作り方

①カツオに塩、こしょう、一味唐辛子を全体にすり込み、10分
程度おく。
②白ねぎは3㎝長さに切り、せん切りにして水にさらす（白髪
ねぎにする）。
③きゅうりはせん切り、トマトは一口大に切る。
④カツオを薄切にする。
⑤Aの調味料を混ぜ合わせドレッシングを作る。
⑥器に②③④を混ぜ盛り付ける。⑤のドレッシングをかけ、ゴ
マをふる。

カツオ（生食用）・・・・・・・・・・・200g
塩、こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・少々
一味唐辛子・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
白ねぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・1／4本
きゅうり・・・・・・・・・・・・・・・・1／2本
トマト・・・・・・・・・・・・・・・・・・1／2個
　しょう油・・・・・・・・・・・小さじ2杯
　酢・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ2杯
　ごま油・・・・・・小さじ1と1／2杯
　粗挽きこしょう・・・・・・・・・・・少々
いりごま（白）・・・・・・・・・・・・・・・少々

<1人分166kcal>

管理栄養士：松本 由紀

●診療支援センター　医療相談室診療費相談会のお知らせ

検査データの見方 医療技術部 検査課 ウイルス感染編

A

☆カツオに多く含まれるパントテン酸はビタミンB郡の一種。
ストレスを感じたときに副腎脂質ホルモンを生産し、ストレ
スに対抗する免疫抗体をつくる働きがあります。パントテン
酸は水に溶けやすく、熱で分解されやすい性質を持っている
ので、刺身やたたきなど新鮮なうちに食べるのが効果的です。

当院では毎月第４水曜日、１階エントランスホールに
て｢医療費の支払い｣についてお困りの方や不安に思っ
ている方などを対象に相談会を実施しております。
お気軽にお越しください。

今後の予定
3／26（水）　9：00～12：30
4／23（水）　9：00～12：30
5／28（水）　9：00～12：30
6／25（水）　9：00～12：30

専門の相談員と個室での面談となります。
当日の都合により、お待ちいただく場合がございます。
上記以外の日時（平日8：30～17：00）でも随時ご相談

を受け付けております。

年金だけで
収入が少ない

医療費の
支払いが困難

病気で仕事が
できない

など



こころからの医療

思いやりの心を持ち、納得のいく説明と共に、
より質の高い医療の提供を目指します。

■患者さんから満足と信頼が得られるように、笑顔、まごころ、思いやりを
　大切にし、心のこもった安全な医療サービスを実践します。
■日々医療水準の向上を目指し自己研鑚に励み、適正な医療を実践します。
■地域の医療福祉施設との連携を密にし、地域医療支援病院として
　地域に貢献していきます。
■患者さんの個人情報を遵守します。

「救療済生」の精神に基づいた、
こころからの医療を提供します。

目標

理念 方針

■外来診療担当表
（2014年3月1日）

●受付時間／8：00～12：00（診療科と曜日によって多少変更があります）
●休診日／土・日曜日、祝日、年末年始（12/30～1/3）
●診察時間／（午前）9：00～12：00　（午後）13：30～

担当医は変更になることもあります。
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