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現在の別館です。
今号の表紙は、平成23年12月1日から緩和ケア
病棟が稼働する別館です。
11月20日に、内覧会を開催します。

INDEX

突き指
整形外科

表紙写真募集のお知らせ
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、11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。
過去のとうかいはこちらからご覧になれます。
http://www.tokaihp.jp/tokai/
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「突き指」
整形外科

金子慎哉医員

みなさんは「突き指」をしたらどうします

を使う治療が多いです。後者の剥離骨折の場

か。とりあえずひっぱりますか？病院に行き

合（骨性槌指）は、程度によっては手術適応

ますか？そのままにしますか？

となります。骨を元の位置に戻してピンなど

俗に「突き指」といわれるものは球技など

で固定することで指の形、動きの回復を目指

で指の先端を突くことで生じる状態ですが、

します。いずれにせよ、思ったより固定期間、

医学的には手術が必要なものから家でみてい

治療期間がかかるのが槌指です。もちろん痛

ればよいものまで様々な病態のことを示すよ

みは治まってくることが大部分ですが、3−

うです。

7週間程度の固定期間が必要なことが多いです。

たとえば、爪が青黒くなり痛みが強い場合
は爪下血腫といって爪の下で出血があり、そ

そのほかにも側副靭帯損傷や掌側板損傷、脱
臼、骨折などがあります。

れによる圧迫で疼痛が生じている可能性があ

医療機関への受診が必要と思われる目安は

ります。痛みが強い場合は、爪に針で穴をあ

痛み、変形、傷だと思います。あまりにも痛

けることで圧迫していた血腫が取り除かれ、

い場合は、加療が必要な状態かもしれません

痛みが弱まる場合があるので医療機関への受

し、鎮痛薬などの薬があったほうが楽かもし

診をしてください。また、レントゲン検査を

れません。変形は、ぱっと見てわかるような

すると爪の下の骨（末節骨）の骨折の場合も

場合は靭帯の断裂や骨折、脱臼が疑われます

あるのでやはり痛みが強い場合は医療機関へ

ので整復、固定が必要となります。傷はかす

の受診が望ましいでしょう。

り傷から骨が見える程度まで様々ですが、骨

ところで、突き指で指が曲がったというこ

が見える場合は骨折しているとバイ菌がつい

とがあります。特に指の先端の関節（DIP関節）

てしまう（細菌感染の）可能性がありますの

が手のひら側に曲がることが多いと思います

で抗生剤の加療が必要かもしれません。

が、この場合は槌指（Mallet finger）とい

たかが突き指ですが、状態によっては明ら

う状態で治療可能です。指の関節は小さいで

かに治療した場合のほうがよいと思われるの

すが、指を曲げる腱と伸ばす腱が付着してい

で心配な場合は、一度医療機関への受診をし

ます。槌指では、伸ばす腱が断裂しているか、

てみたらいかがでしょうか。

あるいは伸ばす腱が付着している骨の一部が
剥離骨折しています。前者の腱の断裂（腱性
槌指）では、指を伸ばした状態にして固定し
ます。医療機関では指の装具があるのでそれ
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放射線科

吉田直哉主任技師

3月25日から新病院が開院し、それに伴っ
て様々な医療機器が新しくなりました。その
中で今回ご紹介させていただくのは核医学診
断装置、スペクトＣＴ（SPECT−CT）とい
う検査機器です。
核医学検査とは、アイソトープ、ＲＩ、シ
ンチなどとも呼ばれ、ごく微量の放射性物質
を含む薬（放射性医薬品）を体内に投与して
行う検査です。投与された薬はそれぞれ目的
の臓器や骨、腫瘍などに取り込まれます。そ
こから放出される微量の放射線(ガンマ線など)

が主な用途で、正確な臓器の形状、位置は他

を検出することにより、画像を作ります。そ

の画像診断に比べて分かりづらい場合がほと

の画像を解析することにより様々な病気の状

んどでした。しかし、この装置では、核医学

態がわかります。

画像とＣＴ画像を重ね合わせて見ることによ

スペクトＣＴ（SPECT−CT）、核医学診

り、より正確な病変の位置が把握できます。

断装置は、通常の検出器（ガンマカメラ）に

さらに、ガンマ線の減弱を補正することによ

加え、診断用ＣＴ装置が搭載されています。

って臓器の機能をより正確に調べる事ができ

これは、国内でも珍しい最新の装置です。核

ます。

医学の画像は、臓器の血流量や機能を調べた

当院で行っている主な核医学検査としては、

り、大まかな腫瘍の位置を検出したりするの

心臓の筋肉への血流状態を調べる心筋シンチ、
脳への血流状態を調べる脳血流シンチ、骨の
病気やがんの転移などを調べる骨シンチ、腎
臓の機能を調べるレノグラム、乳がんの手術
前に腋窩リンパ節を検索するセンチネルリン
パ節シンチ、などがあります。
以上、スペクトCTについて簡単に説明し
ましたがその他にもMRI、CT、マンモグラ
フィ等の様々な検査を行っております。
我々、放射線科スタッフ一同、患者さんに
安心して検査を受けていただけるように努め
て参ります。

http://www.tokaihp.jp/division/radiation.html#08
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13
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
る地域医療連携システムをめざしています。

ふ

だんは自分の健康状態の相談ができ日頃から信頼でき
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

かかりつけの先生が
診察

ちょっとした風邪だね。
薬を出しておきますね。
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。

→

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

→
→

→

厚

かかりつけ医の先生に
報告書・検査結果をお
返事します。

→

まの医療情報を共有することで、的確な医療を提供し、

紹介状持参
東海中央病院にて
診察

無駄な待ち時間や同じ検査の繰り返しなどを省きます。

科
外
形
整
ら
は
そ

4 371-8177
6 371-8166

登録医名 大野 賢一
住
所 〒504-0843 蘇原青雲町2-22-2
診療科 整形外科
外科
リハビリテーション科
診療時間 午前9:00〜12:00
午後4:00〜 7:00
休診日 水・土曜日午後、
日曜日、祝祭日
駐車場 57台

平成6年3月、当地に開院し地域医療に微力ながら取り組んで参りまし
たが、皆様に助けられおかげさまで18年目になりました。
これからも初心を忘れず、職員一同心をひとつにして地域医療、専門
医療に専念して行きたいと思っています。

URLhttp://www.kakamigahara.gifu.med.or.jp/member/47sohara_sei.html

科
外
科
腸
胃
倉
米

4 370-0781
6 370-5396

登録医名 米倉 幸人・悦子
住
所 〒509-0132 鵜沼西町3-131
診療科 内科・外科
胃腸科・肛門科
診療時間 午前9:00〜12:00
午後4:00〜 7:00
休診日 木・土曜日午後、
日曜日・祝祭日
駐車場 35台

当地に開院して
28年になります。
消化器疾患（胃
腸、肝臓、胆の
う、すい臓など）
の診断や治療を中
心に、一般内科診療や健康診断なども行っております。診察は内科と外
科の2診体制で行っております。
東海中央病院などの基幹病院と連携を取りながら、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/83yonekura.html
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東海中央病院

緩和ケア市民公開講座

中部学院大学各務原キャンパス 1101大講義室
各務原市那加甥田町30-1

11 20

緩和ケア病棟内覧会 開催
詳細が決まり次第、
ホームページで
お知らせいたします。

＜ 緩和ケア室A ＞

＜ 緩和ケア室B ＞
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ルブラ王山では専用の法事の間をご用意しております。
仏壇使用料・・・５,775円（税サ込）
仏間使用料・・・6,353円（税サ込）
お供物・お引出物等は当館にてご用意できます。
お寺さんでの
ご法要のあとの
お食事にも
ぜひどうぞ。

全国送料無料
（離島は除きます）

※詳細は、お気軽にお問合せ下さい。

至東山公園
名古屋I.C

解禁!ボージョレー・ヌーヴォー
解禁
& ミュージックナイト

おせち料理
料理

今年のボージョレーの味は･･･
グランヴェールでお楽しみ下さい!!
8875 岐阜市柳ヶ瀬通
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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 8：15〜11：30／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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