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理   念
私 77‐ ちは、地域中核の社会医療法人として地域
住民の皆様に、安全で質の高い医療 福祉を
効率的かつ継続的に提供する。

基 本 方 針
私たちは、医療における安全を重視し、患者様
中心の根拠に基づいた医療 福祉サービスを
提供します。

私たちは、患者様や利用者様のプライバンーを
守り、権利を尊重します。

私たちは、経営の安定と組織の活性化を図り、
職員の働きがいと生活が安定し向上するよう
努力します。
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月経開始の平均は12歳前後ですが、個人差

があります。月経は小学 5、 6年生から中学

校時代に始まるのがほとんどですから、高校

生になっても、月経が始まらない場合にはこ

れから述べることに注目して下さい。

多<は、月経が始まる前には、ラし房が大き

<な り、陰毛が発育 し、身長が急激に伸び

て、月経が開始します。rし房の発育や陰毛の

発育には卵巣からのホルモンや日」臀ホルモン

が関係していますので、乳房発育や陰毛の発

育が見られればホルモンがきちんと働いてい

るということを意味します。そして、月経が

始まると、身長の伸びが鈍<な り、まもな<
停止します。これは卵巣のホルモンが骨の成

長を完成させるからです。

それでは、7し房の発育や陰毛の発育がある

(=ホ ルモンが働いている)の に、月経が開始

しない場合があります。大き<分けて 2つの

原因があります。一つ目は月経が起こつてい

るが体の外に出られない場合です。例えば、

処女膜が完全に閉じていたり、腟が閉鎖して

初経(初潮)の遅れ

内分泌臨床研究センター長 今 井  篤 志

母親にとつて、自分の娘に月経がきちんと始まるかはと

ても重要な関心事です。「高校生になっても、まだ月経が

ない。もう少し待ってもいいですか ?」 「胸が貧弱です。

なんとかしてほしいJという相談をよく受けます。

いたりすると、月経の血液が体の外に出られ

ませんので、子宮そして腹腔内お腹の中に溜

まっていきます。血液が溜まる0寺 に腹痛が生

じます。 1、 2月 に一回、定期的に腹痛が起

きます。これを月経モリミアといいます。基

礎体温をつけますと、二相性の排卵周期に

なっていますし、低温期の始まりと一致して

腹痛が起きます。治療が必要です。

二つ目はホルモンが出ているのに、月経が

作られない、つまり子宮に異常がある場合で

す。精密検査が必要ですが、急ぐ必要はあり

ません。この場合も、基礎体温をつけます

と、二相性になっていることがよ<あ りま

す。まれに、染色体異常や遺伝子異常も隠れ

ていますが、この時には基礎体温は二相性に

なりません。

手し房の発育や陰毛の発育などの二次性徴が

見られない0寺 は、ホルモンが働かないことを

意味します。この原因として、染色体異常や

遺伝子異常などの重大な病気が隠れている可

能性があります。精密検査が必要です。

最後にまとめてみますと、高校生になつても月経が開始しない場合、

13し房発育や陰毛発育がある場合は 1、 2年様子を見て下さい。それでも、月経の開始が

なければ、医療機関を受診して下さい。その0寺基礎体温を 2、 3ヶ 月記録し、持参じ

てI頁けると大変参考 c‐ なります。

27し房発育や陰毛発育があつて、周期的な腹痛がある場合はすくに医療機関を受診して

下さい。

37し房の発育や陰毛の発育などの二次性徴が見られない0寺はホルモン検査などが必要に

なります。



新型インフルエンザ
2つのインフルエンザ

一季節性インフルエンザと新型インフルエンザー

インフルエンザには李節性インフルエンザ

と新型インフルエンザの2つがあります。季

節型インフルエンザは、毎年冬にヒトの間で

流行するインフルエンザです。ここ30年間は

Aソ 連型、 A香港型、 B型の3種類が流行し

ています。

これに対してこれまで鳥や豚など、動物し

か感染しなかつたタイプのインフルエンザウ

イルスが突然変異によリヒトヘ感染するよう

なことが起こつています。ヒトはそのタイプ

に対する免疫を持っていないため、新型イン

フルエンザとして大流行をおこすこともあり

ます。現在のインフルエンザも発生した当時

は新型インフルエンザでした。

なお、何年も前から新型インフルエンザの

最たる候補と見られている鳥インフルエンザ

ウイルスH5Nlは 、ヒトヘ感染する能力は

まだ強<はありません。しかし、これまで海

外で442名の患者と262名の死亡者 (WHOに

報告された2003年～2009年 9月のデーター

より)を出し、致死率60%と非常に恐ろしい

ウイルスです。

新型インフルエンザH lN12009の発生

今年の3月下旬から4月上旬にかけてアメリ

カとメキシヨで原因不明の肺炎が多発 してい

ました。その後の調査で、豚のインフルエン

ザが原因の、新しいインフルエンザウイルス

によるものと判り、4月 24日 にWHO(世界保

健機関)が『国際的に懸念される公衆の保健

上の緊急事態』として全世界に向けて警告を

発しました。

その後、北米大陸を中心に拡大を続けたた

め、WHOは 4月 27日 にヒトからヒトヘ容易に

感染する「新型インフルエンザ(H lN12009)」

であると認定しました。そして6月 11日 には

ついに世界的大流行 (=バンデミック)を宣

言しました。

の実態『伝えなきゃ』

女優 藤原 紀香さん主演の ギネ 産婦人科の女たちが10月 14日 水曜夜 100寺

から始まった。彼女はドラマ収録開始を前に産婦人科病棟を見学し、帝王切開手術

にも立ち会つた。

1亡 しい割りに報われず、訴訟リスクも高い産婦人科医療の実態を矢0り 、「伝えなきやと思うこ

とがた<さんあつた」と意気込ぬ。 “社会派"だけに、力が入るのは自然なこと。「神様がいる

としたら、『こういうことを伝えろ』といつているのかな。少しでも世の中がよい方向に進ぬお

手伝いができればと・・・女優藤原紀香さんが意気込んでいる。

氏名 :深澤 大樹

部署 :形成外科 医長

新任医師紹介 宜しくお願いします。

平成 12年名古屋大学医学部卒業後

岡崎市民病院で研修医として勤務

信州大学形成外科及びその関連病院 (長野県)勤務

食べ歩き

地域の皆様にお役に立てるように頑張りたいと思います。



fθ U(集中治療部)組介

「充実した救急医療を地域に提供する」を

最大の義務とし、平成 19年 12月 にIC∪ を開設

および稼動を開始し、平成20年 1月から厚労

省から特定集中治療室の認可を受けて実動し

ています。

現在、4床 で稼動していますが、よ<テ レ

ビ等で見かけるオープンなIC∪ と違つて、4床

全てが個室となつている事は特徴の1つかと

思います。看護スタツフは11名 で常時2:1
(看護師 1人が2人の患者様を受け持つ事で

す。ちなみに一般病棟は 7:1で す。)で、

チームナーシング+受 け持ち制 (患者様の

ニースに応える事が出来る患者中心の看護。

主に担当看護師が入室から退室まで主体的に

看護の責任を担う。)の体制で240寺間、患者

様のケアにあたつています。またiC∪専任医

師、看護師および入室中の各診療科の医師も

参カロしたカンフアレンスが毎朝夕に行われ、

その日1日 の患者様の治療や看護の問題など

情報を共有しています。
lC∪に入室して<る疾患領域は、循環器疾

患 。心臓手術後・脳外科関係・外科手術後・

重症交通外傷など、多科にわたり重症度の高

新幹線羽島駅 ―――西笠松 ――松波総合病院
名鉄竹鼻線15分    従ケ10分

タクシー20分

名 鉄 岐阜 駅 一― 西笠松 一 松波総合病院
名鉄電車羽島行 10分   徒歩 10分

タクシー20分

名鉄名古屋駅 ―――笠 松 ――松波総合病院
名鉄電車急行25分     徒歩 15分

■糖 尿 病 教 室  ※糖尿病が気になる方はどなたでも気軽にご参加ください。

◎基礎コース… 4日③、11日 ③、18日 ③、25日③  3階講堂 |こ て 午後20寺～40寺

◎秋の特別講演…14日 ③ 哨 講堂にて 午後28寺～40寺

◎毎週金曜日、略 病棟デイールームにて 午後 10寺～28寺

(基礎コース開催時 5階教室は開催されませんのでご3承<ださい)

看護師長 佐藤 裕子

い方が入室してきます。

意識のない患者様が多い中で、患者様は

今、何を望んでいるのだろうか ?ま た患者 。

家族は私たちにどんな看護ケアを望んでいる

だろうか ?など、常に安全に、安心していた

だけるように、日々質の高い医療提供をして

います。又患者・家族から親しまれ愛される

看護ケアが出来る事を目標とし、スタツフ全

員で頑張つています。
IC∪に入室された患者様が元気になられ、一

般病棟に転棟される8寺 は、まだベッド上での

姿しか見る事ができない事が多いです。転棟

される時の笑顔を見ながら、一般病棟で回復

される姿を想像 し、「歩けるようになった

ら、散歩がてら C∪ に元気な姿を見せに来て

ね !」 と声をかけています。実際 C∪へ退院の

報告に来て<ださる患者様もいます。そんな

時、患者様や御家族の期待する看護が出来た

のかな ?と思ったりします。

またそんな姿が看護スタツフの「や りが

い」につながり、緊張感が強<ス トレスの多

い C∪ではあるけれど、頑張つてやつていける

のだと思います。


