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表紙写真募集
の

お知らせ
各務原浄化セン

ター

の

バラ

です

皆さんによる各務原市内の風物
と写真を広報誌の表紙としてご紹介
したいと思います。次号の募集につ
いては、8月中旬の予定です。た
くさんのご応募をお待ちして
おります。

INDEX

子宮頸がんワクチン接種の薦め
公立学校共済組合

東海中央病院

基本理念

産婦人科部長

近藤

お知らせ

など
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英明
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「最高の誠意」
「最善の医療」
基本方針

①患者さま尊重の医療
②診察機能の向上
③健全経営の維持

ごきげんよう！ホームドクター
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恩田歯科医院／又井歯科医院／
奥野医院／かわさきクリニック／永井内科消化器科のお知らせ

公立共済やすらぎの宿
プラザ洞津／ホテル グランヴェール岐山／HOTEL ルブラ王山
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産婦人科部長

近藤

英明

子宮頸がん（しきゅうけいがん）は子宮の入り口

は、子宮頸がんの原因となるHPV

（頸部）にできるがんで、日本では年間1万5千

18型のウイルスに対する抗体をつくらせるワク

人が発症し、約3500人が亡くなっている。この

チンです。感染を防ぐために3回のワクチン接種で、

20年間で倍増する勢いで、特に20代〜30歳代で

発がん性HPVの感染から長期にわたってからだを

増えています。子宮頸がんの原因になるヒトパピ

守ることが可能です。しかし、このワクチンは、

ローマウィルス（HPV）

すでに今感染しているHPVを排除したり、子宮頸

は、性交渉で感染します。

部の前がん病変や

性交渉のある女性の約8

がん細胞を治した

割は生涯のうち一度は感

りする効果はな

染すると言われています。

く、あくまで接種

子宮頸部の細胞の変化を

後のHPV感染を防

検診で早めに発見できれ

ぐものです。

ば、がんになる前に治療

接種は、肩に近い

できますが、若い女性に

腕の筋肉に注射し

検診を受けない人が増えているのが背景にあると

ます。1〜2回の接種では十分な抗体ができない

考えます。通常は感染しても自分の免疫でウィル

ため、半年の間に3回の接種が必要です。しかし、

スが排除され2年ほどで自然に消えていきます。

接種期間の途中で妊娠した際には、その後の接種

ただ、10人に1人は感染状態が続き、がんになる

は見合わせることとされています。ワクチンを接

場合があります。

種した後には、注射した部分が痛むことがありま

予防できるがんとして、子宮頸がんはワクチンで

す。注射した部分の痛みや腫れは、体内でウイル

ほとんどが防げるがんです。海外ではすでに100

ス感染に対して防御する仕組みが働くために起こ

カ国以上でワクチンが認められ使用されています。

ります。通常数日間程度で治ります。ワクチンの

日本では2009年10月に承認され、12月22日よ

効果がどのくらい続くのかは、まだはっきりとわ

り医療機関での接種が可能になりました。性交渉

かっていません。今のところ、ワクチンを3回き

前の10代前半で

ちんと接種した人では、最長で6.4年間は、HPV

接種すれば70％

の感染を防ぐのに十分な量の抗体ができているこ

以上予防できま

とがわかっています。

す。成人で性交

子宮頸がんを完全に防ぐためには、子宮頸がんワ

渉の経験があっ

クチンの接種だけではなく、定期的に子宮頸がん

ても、60％の予

検診を受けて前がん病変のうちに見つけることが

防効果が期待で

大切です。ワクチン接種後も、年に1回は子宮頸

きます。

がん検診を受けるようにしましょう。

現在のワクチン
・2/6・

16型とHPV

東 海中央病院内勉強会プログラム

皆様の参加を
お待ちしています

平成22年度

◆緩和ケア勉強会

◆NST勉強会プログラム

第30回 平成22年6月16日（水）17：45〜18：45
東海中央病院大会議室
演題：「イギリスにおける緩和ケア
〜包括的緩和ケアシステムの現状〜」
講師：荻原 菜緒外科医長

NSTチェアーマン 佐藤 榮作
第1回 平成22年6月10日（木） 17：45〜18：45
東海中央病院大会議室
「栄養アセスメント〜身体計測の実際〜」

◆子育て支援センター主催

第2回 平成22年7月 8 日（木） 17：45〜18：45
東海中央病院大会議室
「NST（栄養サポートチーム）とは？〜
診療報酬についても学びます〜 」

子育てに関する講演会
平成22年6月23日（水）13：00〜15：00
東海中央病院大会議室
演題：「発達障がいについて」
講師：五島君子特別支援教育士

第3回 平成22年8月12日（木） 17：45〜18：45
東海中央病院大会議室
「経腸栄養の基本〜当院で使用している
経腸栄養剤の紹介〜 」

平成22年7月28日（水）13：00〜15：00
東海中央病院大会議室
演題：「こんなお母さんが子どもを伸ばす①」
講師：五島君子特別支援教育士

第4回 平成22年9月 9 日（木） 17：45〜18：45
東海中央病院大会議室
「静脈栄養（中心静脈栄養と末梢静脈栄養）の
基本〜当院で使用している点滴の紹介〜 」

平成22年8月25日（水）13：00〜15：00
東海中央病院大会議室
演題：「「聴く」こと」
講師：山口典子臨床心理士

NSTとは栄養サポートチーム(Nutrition Support Team)
の略語であり、栄養療法を浸透させ、基本的医療を病院
内に確立させるためのチーム医療を指します。栄養管理
はすべての疾患治療に共通する最も基本的な医療です。

病院ボランティア募集!!

看護師募集
詳しくは以下の連絡先
（看護部）
までご連絡ください。

◆活動場所：東海中央病院内
◆活動内容

T E L（ 0 5 8 ）3 8 2 − 3 1 0 1
F A X（ 0 5 8 ）3 8 2 − 1 7 6 2
潜在看護師職場復帰セミナーの
受講者募集
日 時

第1回

平成22年6月24日（木）・25日（金）
9：00〜15：00

第2回 平成22年10月28日（木）・29日（金）
9：00〜15：00

●総合受付での案内

・来院される患者さんの院内案内
・受診手続きの手助け
・車いすの方の介助など
・院内設置の図書等の整理など
●リネンの整理
●趣味を活かした活動
●その他

◆活動時間：要相談

定 員

1回定員6名

費 用

参加費無料 託児所要相談

〜ボランティア活動にご興味のある方は、
お気軽にご相談ください〜

問合せ先：看護部 二反田

問合せ先：地域医療支援センター 布施

TEL（058）382−3101

詳しくは以右の連絡先
（看護部）までご連絡ください。

・3/6・
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厚

生労働省は「初期の診療は医院・診療所で、高度・専門

→

医療は病院で行なう」という医療機関の機能分担推

進を掲げています。当院は、かかりつけ医と地域の病院がスムー

かかりつけの先生が
診察

ふ

詳しく診てもらったほうがいいね。
紹介状を書くから東海中央病
院にかかってください。

→

る地域医療連携システムをめざしています。

ちょっとした風邪だね。
薬を出しておきますね。

→

ズな連携を取りながら、地域の皆様に安心できる医療を提供す

具合が悪いなぁ
かかりつけのお医者さんに
行こう

→
→

だんは自分の健康状態の相談ができ日頃から信頼でき

かかりつけ医の先生に
報告書・検査結果をお
返事します。

るかかりつけ医に診察をしていただき、診療により専門

的な検査や治療が必要となれば、当院がかかりつけ医と患者さ

→

まの医療情報を共有することで、的確な医療を提供し、無駄な待

紹介状持参
東海中央病院にて
診察

ち時間や同じ検査の繰り返しなどを省きます。

恩田歯科医院
登録医名 恩田 辰朗

4 389-0053
6 389-0057

住所 〒504-0002 尾崎北町7-90

診療科 歯科・小児歯科
診療時間 午前9：00〜12：00
午後3：00〜 7：00
休診日 日曜午前（予約制）
木、土・日曜日午後、
祝祭日
駐車場 4台

近年、口腔疾患の中でも歯周病疾患自体が種々の全身疾患におけるリスク
ファクターとなりうる事が報告されています。当院では、レーザーを用いて
の歯周病治療を行っています。
また、日曜日は平日に来られてない患者さんの為に午前診療しております。

URLhttp://www.kakamigahara-dent.gr.jp/naka/onda/index.htm

院
医
科
歯
井
又
登録医名 又井 裕二

4 389-4688
6 383-9531

住所 〒504-0829 蘇原希望町1-42-3

診療科 歯科
診療時間 午前9：00〜11：30
午後2：00〜 7：00
休診日 木、日曜日、祝祭日
駐車場 10台
当医院では、一般歯科・予防歯科の治療を踏まえた上で、患者さんのこれ
からの為、歯周病の対策や噛み合わせを再現する為の入れ歯・インプラント
治療に力を入れています。また、東海中央病院との連携により安全な治療を
目指しております。

URLhttp://www.kakamigahara-dent.gr.jp/sohara/matai/index.htm
・4/6・
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奥野医院

382-6165
382-6164

登録医名 奥野 正隆
住所 〒504-0835 那加雄飛ヶ丘町17-18
診療科
診療時間
休診日
駐車場

内科・小児科
午前8：30〜12：00
午後4：00〜 7：00
日曜日、祝祭日
20台

五十余年間地域でお世話になりました先代の跡を継いで、一
昨年より診療を再開させて頂いております。職員一同、真摯で
真心のこもった対応に心掛け、お一人でも多くの方に満足して
頂ける温かい診療が出来るよう努力しております。地域の高齢
化に向けて、在宅診療にも力を入れて参ります。

URLhttp://okuno.e-dr.jp/

かわさきクリニック

4
6

371-8588
371-8516

登録医名 野々村 修
住所 〒509-0147 鵜沼川崎町2−126
診療科
診療時間
休診日
駐車場

内科・外科・胃腸科・整形外科・
皮膚科・リハビリテーション科
午前9：00〜12：00
午後4：00〜 7：00
水・土曜日午後、日曜日、祝祭日
10台

当地に開院して12年目です。開業医は、専門領域にとらわれず、
あらゆる患者さんに対処するべきとの信念と使命感でやってきま
した。しかし、これも近くに総合病院があって病診連携で結ばれ
ていると言う安心感に支えられていたからとも言えます。東海中
央病院とは今後も連携を深めて行きたく思います。

URLhttp://www.kakamigahara.gifu.med.or.jp/member/29kawasaki.html

4
6

永井内科消化器科

382-0446
389-0681

登録医名 永井 弘文
住所 〒504-0912 那加桜町3-282
診療科
診療時間
休診日
駐車場

内科・消化器科
午前9：00〜12：00
午後5：00〜 7：00
水・土曜日午後
日曜日、祝祭日
21台

父親の後を継いで、開業
11年目になります。一般内科を中心に診療を行っており、特
に消化器科（胃、大腸、肝・胆・膵臓）を得意としておりま
す。最新の情報提供と、病院との連携を密にとりながら、地
域医療に貢献できるよう心掛けております。

URLhttp://www.kakamigahara.gifu.med.or.jp/member/53nagai.html
・5/6・
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Bridal Fair

庭園バーベキュービアガーデン

大好評

9月25日（土）まで

Beer Garden

・6 月 6 日（日）
・7 月11日（日）
・8 月 8 日（日）
相談会
Wedding Room
ドレス試着・撮影
無料試食会

17：30〜21：30（ラストオーダー21：00）

10：00〜20：00
10：00〜16：00
10：00〜18：00
11：30〜14：00

※無料試食会は3日前までに要予約
お・と・く

大人 お一人様 4,000円（税込）

特 結婚式しませんか！？

2時間 飲み放題・食べ放題

グランヴェールにはたくさんのお得が
いっぱい!!かしこくお得な結婚式して
みませんか？（お得な情報はお問い合せを）

バーベキュー＆バイキング料理
生ビール・チューハイ・焼酎・ジュース・ウーロン茶

〒500−8875 岐阜市柳ヶ瀬通6丁目14番地
ＴＥＬ．058-263-7111 FAX．058-263-5517
URL：http：/
/grandvert.com E-mail:info@grandvert.com
Mobile HP http:/
/www.grandvert.net/

名古屋駅から地下鉄約13分の便利さ！
！ 東山線池下駅徒歩3分
心のこもった おもてなしで お迎えいたします
宿泊・宴会・会議・
宿泊・宴会
宿泊
宴会・会議
会議・ブライダル
Q Q ブライダルフェア開催 Q Q
2010.7．
11ｓｕｎ 10：00〜17：00

Tel 052-762-3151

■ご予約・お問い合わせは

TEL052-762-3105(宿泊予約直通)
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通8-18
地下鉄東山線「池下駅」下車、2番出口より徒歩3分
東名高速道路名古屋インターチェンジより西に約20分

URL http://www.rubura.org
ルブラ王山

とうかい

検 索

N
池下北
錦通
地下鉄東山線
池下駅
千
サンクレア 種
池下
署

至栄

池下

千種
区役所

地下鉄
2番出口

ルブラ
王山
千種警察署南

名古屋
銀行

覚王山西

三菱東京
UFJ銀行

至東山公園
名古屋I.C
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発 行／〒504-8601 各務原市蘇原東島町4丁目6番地2
公立学校共済組合

東海中央病院

3(058)382-3101 5(058)382-1762
URL http://www.tokaihp.jp
発行人／病院長 渡邊 正

初診・再診受付時間 8：30〜11：30／毎週土・日曜日祭日全科休診
お願い 保険証等の提示
月に一度は保険証・医療証等を保険証提示窓口に提示してください。
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