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救急総合診療科  ＃1 脳卒中の診療に力を入れている救急

中嶋　浩二
救急医療全般、
脳卒中、頭部外傷

　毎年 12 月クリスマスが近いあ
る夜、当院では伝統のキャンドル
サービスが行われます。
　これは 19 世紀クリミヤ戦争当
時の野戦病院で、近代看護学の祖

と言われるナイチンゲールが、毎
晩ランプの灯を手に、敵味方の隔
たりなく傷ついた兵士たちを廻
り、励ましたり優しい言葉をかけ
たりと献身的な看護を行ったこと
に由来します。このナイチンゲー
ルの平等と博愛の精神は 150 年
以上たった現在でもキャンドル
サービスという形で看護に携わる

者に連綿と受け継がれています。
当院では今年は 12 月 12 日の夕、
手に手に蝋燭を灯した看護師たち
が入院患者さま一人一人のもとに
お伺いし、少しでも心安らかなひ
と時を過ごして頂けるよう、看護
の原点である真心を込めて執り行
います。
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経験したことがない激しい頭痛

片方の手足や顔半分の麻痺・しびれ

ろれつが回らない・言葉がでない・他人の言うことが理解できない

力はあるのに立てない・歩けない・ふらふらする

片方の目が見えない・物が二重に見える・視野の半分が欠ける

　脳卒中は死亡する危険性だけではなく、後遺症により寝たきりとなることもある非常に恐ろ
しい病気です。脳卒中の多くは、突然発症します。脳卒中になってしまった場合、できるだけ
早く治療を受けることがとても大切です。
　当院には、常勤医として日本脳神経外科学会専門医 4名、日本脳神経血管内治療学会指導医 1
名、日本脳卒中学会専門医 2名が勤務しています（注：1人で複数資格所有あり）。また、当院
救急センターでは地域に密着した救急医療を掲げ、あらゆる救急患者さんを受け入れています。
以下のような症状を自覚したら、すぐに 119 番または当院へご連絡ください。

知っておこう！健康のための第一歩
脳卒中を防ぐには？？
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休診・代診情報 11月 1日現在
休診・代診情報、夜間診療
情報につきましては予告
なく変更になる場合がご
ざいます。
ご来院される際は、お電
話でお問い合わせいただ
くなどご確認の上お越しく
ださいますようお願いい
たします。
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広報誌へのご意見、ご感想はこちらまでお願いします！
public-relations.gyo@ims.gr.jp

新病院まで

あと ヶ月4

　右は 11 月 11 日の新病院の写真です。
　病院の名前と建物の中が光ってて、もう
オープンしているかのようですね！
　今見ていただいている側が正面になりま
す。そして奥に見えるのが新病院の 12 階建
てまでの部分。では手前の部分は何階建て
でしょう？
①5階　②3階　③2階

　最も大切なのは、高血圧を防ぐことです。  高血圧を防ぐために大切なのは、塩分をとりす
ぎないことです。塩分をとりすぎると、体内の塩分の濃度を下げるためにたくさん水分を血
管内に吸収します。すると、血液の量が増え、血圧が高くなります。野菜や果物に多く含ま
れるカリウムには塩分をからだから出すはたらきがあので、これらの食品をとることも大切
です。
　厚生労働省では、1日の食塩摂取量 の目標値を 10ｇ以下と設定しています。また 1日あ
たりのカリウム摂取量の目標値は 3.5ｇ以上としています。食生活を見直して、是非取り組
みたいですね。
　その他の脳卒中危険因子としては大量飲酒・たばこ・運動不足・肥満・脂質異常症・糖尿
病・心臓病などがあります。

答え：② 

知っておこう！
健康のための第一歩 脳卒中を防ぐには？？

11 月 1 日現在
17 時以降の夜間帯は毎日、内科医師と外科医師が当直
をしています。加えて、脳神経外科 (20 時まで) と整形
外科 (21 時まで) が待機している日は以下の通りです。

夜間救急診療情報
ご来院の際はお電話ください。   047-395-1151
常勤医が当直をしています。安心してご来院ください。

※青字が常勤医です。

11月16日 11月17日 11月18日 11月19日 11月20日 11月21日 11月22日 11月23日 11月24日 11月25日 11月26日 11月27日 11月28日 11月29日 11月30日

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

内科 中村 村田 外浦 渡部 中嶋 荻原 内山 内山 村田 外浦 岩村 中嶋 荻原 柳沼 柳沼

外科 加茂 石丸 松本 今井 東 北里 松本 松本 東 松本 今井 東 北里 石丸 石丸

脳神経内科

脳神経外科
梅沢

(20時まで)
中井 渡邉 中嶋 中井 渡邉 中嶋

整形外科
(21時まで)

池田

小児科
(18時半まで)

佐藤 佐藤

曜日 時間帯 診療科 医師

代診 11月21日 金 午前 外科 加茂→中野
休診 11月21日 金 全日 整形外科 堀江医師
代診 11月22日 土 午前 小児科 鈴木→高橋
休診 11月22日 土 午前 脳神経外科 中井医師
代診 11月27日 木 午後 耳鼻咽喉科 大峡→日比谷
代診 11月29日 土 午前 外科 中野→加茂
代診 11月29日 土 午前 整形外科 向原→池田

11:30受付終了 12月1日 月 午前 脳神経内科 前田医師
休診 12月1日 月 午前 脳神経内科 前田医師

11:45受付終了 12月1日 月 午前 形成外科 松本医師
休診 12月2日 火 午前 眼科 伊藤医師
休診 12月30日 火 午前 リウマチ膠原病 宮下医師
休診 12月30日 火 午前 形成外科 松本医師

休診・代診日


