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　新年あけましておめでとうございます。

　皆様はどのように新しい年をお迎えになりました

でしょうか？

　今年は 4月 30 日に天皇陛下が退位、5月 1 日に皇

太子さまが即位され、元号も新たになります。今年

の重大ニュースの上位になること間違いなしです。

手帳やカレンダーをはじめとする印刷業界は対応に

苦慮されていますが、どんな元号になるのかも楽し

みの一つですね。私ども医療業界ではゴールデン

ウィークが 10 連休になると診療が滞ってしまう事が

懸念されています。当院では連休中にも病院の診療

日を設け、皆様がご不安にならないようにと考えて

おります。ゴールデンウィーク中の診療体制につき

まして、詳細は後日改めて掲示、ご案内申し上げます。

さて、先日神宮外苑を訪れたところ、新しい国立競

技場の外観が出来上がってきていました。「お・も・て・

な・し」のフレーズとともにオリンピック、パラリ

ンピックの東京開催が決まったのが 2013 年 9 月で

すから、もう 5 年の月日が流れています。当時はど

んどん増えるオリンピック予算問題や国立競技場の

設計やり直し、さらにはオリンピック・エンブレム

のデザイン盗用騒ぎなど、こんなにバタバタして開催

できるのかな？と少し不安にもなりました。そんな

問題をよそに 10代、20代の若きアスリートがオリン

ピック、パラリンピックを目指して必死にトレーニ

ングしている姿を見ると心から応援したくなる一方、

私も日々の診療に一層の努力を続けなければという

思いが湧いてきます。

　オリンピックの際は外国人観光客の爆発的増加が

予想されており、お金を使ってもらうことで景気が

良くなるなんてことも言われています。しかし、外

国からの輸入感染症という問題も影に潜んでいるこ

とはご存知でしょうか？結核や麻疹のほか、日本で

はほとんど発生したことがない感染症が観光客の方

とともに持ち込まれる可能性があります。日本の冬

場はインフルエンザの流行が心配ですが世界では

様々な感染症が広がっています。いたずらに怯える

必要はないのですが、感染症にかからないようにす

る手立てとしてワクチンの接種が有効です。近年日

本では麻疹、風疹のワクチンを受けていない方が感

染を広げてしまうケースもあります。今一度皆様ご

自身、ご家族の方の中でワクチンの接種歴がない方、

あるいはよく覚えていない方は病院でご相談くださ

い。
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病院理念 基本方針

● 患者様の権利・意思を尊重し、信頼される医療を提供いたします。
● 患者様が安全で安心できる医療に努めます。
● 医療人として自己研鑽し、医療の質向上に努めます。
● 地域基幹病院として、救急・周産期・小児医療の充実を図ります。
● 地域の関係機関と連携し地域医療に貢献いたします。

地域の人々に信頼され、
　　　　　　　選ばれる病院

院長  石 塚　朋 樹
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流山 ICより約6.5km、所要時間約18分

無料送迎バス
南流山駅（JR武蔵野線・つくばエクスプレス線）より
送迎バス約5分

常磐道・東京外環自動車道 東京方面よりお越しの方
三郷 ICより約7.0km、所要時間約20分

常磐道 茨城方面よりお越しの方

電車でお越しの方
南流山駅（JR武蔵野線・つくばエクスプレス線）をご利用の方

新松戸駅よりタクシーで約8分（およそ900円）
新松戸駅 （JR・地下鉄千代田線）をご利用の方

南流山駅より徒歩約12分
鰭ヶ崎駅・小金城趾駅をご利用の方
鰭ヶ崎駅より徒歩約10分、小金城趾駅より徒歩約10分

車でお越しの方

快適にご乗車いただくため、バス乗車時には
以下の事柄をお守りください。

※安全運行のため途中下車・途中乗車はできません。
※走行中は席を立ったり、運転士に話しかけたり、
　窓から手や顔を出さないでください。
※携帯電話は電源を切るかマナーモードに設定し、
　通話はご遠慮ください。
※乗車中の飲食・喫煙はご遠慮ください。
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南流山北口

※土曜日は、病院発13：40　
　　　　　　南流山駅北口発　13：45
　　　　　　が最終便です。
※日・祝祭日・年末年始は運行致しません。

※所要時間は病院行き・南流山駅行き北口共に
　通常5～6分ですが、道路事情により遅れることが
　あります。ご了承ください。

※南流山駅は北口タクシー乗り場の前方に停車します。

※南流山駅北口は長時間駐車ができないため到着後、　
　すぐに発車します。

千葉愛友会記念病院　無料バス　時刻表

みなさんのご意見・ご感想をお待ちしております。次回は5月の発行となります。



　当院の回復期リハビリテーション（以下、リハビリ）病棟は、2008 年 5
月に開設されて以来、今年度で 10 年目を迎えています。これからも地域
の方々により信頼される病棟として、貢献していきます。
　ここでは、回復期リハビリ病棟について簡単にご紹介いたします。

　回復期リハビリ病棟の適応基準にあたる急性期の治療を終えた患者さま
に、集中的なリハビリを実施することにより、寝たきりの予防や日常生活
の様々な動作能力を向上させて、これからの生活につながる支援を行う役
割を担っています。

●糖尿病は、心筋梗塞や脳梗塞など動脈硬化の原因になり

ます。最近、実は血糖値の高さよりも、その変動幅が、

大きなリスクになることがわかってきました。たとえ

ば、血糖値が一日中200（mg/dL）の場合よりも、空腹

時100で食後200になる（グルコース・スパイクと呼び

ます）ことを繰り返す方が危険性が高いということで

す。

●健康診断や糖尿病での定期通院では、空腹時血糖値と

HbA1c（ヘモグロビン・エイ・ワン・シー）を測定しま

すが、血糖値の変動幅が大きいかどうかはわかりませ

ん。HbA1cは、過去2～3ヶ月の血糖平均値を反映します

ので、食後高血糖があるのにHbA1cは正常範囲、という

ことが、しばしば見受けられます。

●当院では『フリースタイル・リブレ・プロ』という２４

時間血糖検査を導入しました。500円玉くらいの大きさ

のシールを腕に貼りつけると、中のセンサーが15分に一

回皮下組織のグルコース濃度（血糖値に相当します）を

記録し続けます。2週間後にシールをはがしてデータを

読み取ることで、24時間の血糖変化がわかります。入浴

や水泳を含め日常生活に制限はありません。

●健康診断では正常だが、食後血糖が心配な方・食事内容

で食後血糖値がどう違うか知りたい方・糖尿病治療中で

血糖変動のコントロールがうまくできているか気になる

方などにお勧めの検査です。検査と結果説明は自費診療

で6500円（税抜）（2019年1月現在）です。院内のポス

ターやリーフレットもご覧になって、外来窓口でお申込

みください。

１．回復期リハビリ病棟　施設基準（Ⅰ）
　　当院は以下の基準を満たしています。
　　・在宅へ復帰した退院者の割合（在宅復帰率）
　　・重症な方を受け入れる割合（重症患者割合）
　　・重症な方が改善している割合（重症患者改善率）
　　・より早く日常の動作を獲得していることを表す、
         病棟の質の指数（アウトカム実績指数）
２．急性期から在宅まで切れ目のないリハビリテーション
　急性発症（受傷）された方に対し入院早期よりリハビリを開始し、回復期リハビリ病棟では集中的なリハビリを
行い、退院後も必要に応じて、訪問リハビリや外来リハビリまで切れ目なくフォローさせていただきます。
３．365日リハビリの実施
　　当院の回復期リハビリ病棟は、３６５日毎日のリハビリを提供しています。
４．定例の家族カンファレンスの開催
　回復期リハビリ病棟に入棟したら、月に一度、家族カンファレンスを開催しています。患者さまの入院生活の過
ごし方やリハビリの進捗状況、介護保険等の社会サービスの説明などをご家族さまにお伝えしています。また、退
院後に関するご家族さまの不安な点やわからないことなど、ご相談いただく機会ともなっています。
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回復期リハビリテーション病棟

回復期リハビリテーション病棟の役割

当院の回復期リハビリテーション病棟の特色

リハビリテーション科　係長　加藤　周平
内科部長　小早川　直

この度、『千葉愛友会だより』が当院ホームページか
らも閲覧可能になりました。
最新号に加え、バックナンバーも掲載しております。
当院に関する様々な情報をご紹介しておりますので、
ぜひご覧下さい。

『24時間血糖検査』をうけてみませんか？

『千葉愛友会だより』がホームページでも見られるようになりました！

急性期
医療的処置
その他治療

疾　患 発症から入院 入院期間

150 日

180 日

90 日

90 日

60 日

2 ヶ月以内

2ヶ月以内

2ヶ月以内

１ヶ月以内大腿骨、骨盤、脊椎、股関節、膝関節の神経、筋、靱帯損傷後

集中的なリハビリ
日常生活活動の拡大

個々の必要に応じた
生活リハビリ

回復期 慢性期

脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、クモ膜下出血のシャント
術後、脳腫瘍、脳炎、脊髄炎、多発神経炎、多発硬化症の発
症もしくは手術後

高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頚髄損傷・
頭部外傷を含む多発外傷

外科手術または肺炎等治療時の安静により廃用症候群を有し
ており、手術後または発症後

大腿骨、骨盤、脊椎、股関節、膝関節の骨折もしくは手術
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