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当院の数ある診療科を順次ご紹介させていただき、もっと藍野病院の診療を知っていただきたいと思い
ます。第 3 回目は『リウマチ・膠原病内科』です。

診療科紹介③

「リウマチ・膠原病内科」
当院は日本リウマチ学会認定教育施設です。現在、常勤のリウマチ専門医 3 名（内科 2 名，整形外
科 1 名）と非常勤のリウマチ指導医 2 名でリウマチ性疾患の患者様の外来診療・入院診療を行ってお
ります。
外来診療におきましては、一般・専門外来に加え、関節超音波検査枠を開設しリウマチ性疾患の病
勢評価や鑑別診断を行っております。また当院は関西圏でも有数のリウマチケア看護師を擁してお
り、看護師によるリウマチ外来も行っております。
入院診療におきましては、他院での加療後にリハビリテーションの継続を必要とする患者様や原疾
患による臓器障害のため長期的な療養を余儀なくされる患者様に対する維持療法はもちろんのこと、
リウマチ性疾患による臓器障害を伴った急性期の病態に対しても積極的に治療介入をしております。
患者様の病状によっては気管支内視鏡検査や血漿交換療法など専門の担当科との共同診療が必要と
なることもありますが、当院では他科との連携が非常にスムーズであり適切な処置を迅速に行うこと
が可能となっております。
リウマチ性疾患の中にはもともと高齢者に発症しやすい疾患（リウマチ性多発筋痛症や顕微鏡的多
発血管炎など）もありますが、最近は壮年期以降にリウマチ性疾患を発症した患者様の高齢化が問題
になってきております。当院では特に高齢のリウマチ性疾患患者様に対して、社会的背景を踏まえた
治療選択や利用できる介護サービスの検討を行い、全人的な医療を提供すべくチーム一丸となって診
療を行っております。
原因不明の発熱・関節痛でお困りの方、リウマチ性疾患でお悩みの方、おられましたらご予約の上
で当科外来へお越しください。
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第 15 回 あいのまちの保健室
~はつらつ長寿をめざして~
5/19（土）・20（日）に開催されました！

日々の生活と健康をサポートさせていただくため、通常の身
体測定プラスして、血管年齢・肺年齢・血糖値・口腔チェック
・ストレスチェックなど、普段なかなか調べられないこともた
くさん測定させていただきました。大勢の地域の皆様にお越し

関節エコー

いただき、無事終了することができました。
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就任医師紹介

本年 7 月に入職しました泌尿器科の河東鈴春と申します。
昭和 54 年に信州大学を卒業し大阪大学で研修後、兵庫医科大学、
西宮市立病院で勤務していましたが、阪神大震災後高槻市へ転居
し、新生病院、北摂総合病院、三島南病院で治療を行ってまいり
ました。
卒後 40 年の豊富な経験と人脈を活かし、皆様のお役に立てる
よう粉骨砕身してまいりますのでよろしくお願いいたします。
かとう

河東

すずはる

鈴春

部長（泌尿器科）

平成 30 年 7 月～10 月 講座・セミナーのご案内
平成 30 年 7 月 14 日（土） 13：00～14：45
会場 藍野病院 5 階 多目的室
認知症ケアスタッフのための認知症講座【特別編】
『認知症 VR 体験会』～認知症の人の世界を体験し、理解を深めよう～
対象 医療関係者
平成 30 年 7 月 14 日（土） 17：00～18：30
会場 大日本住友製薬㈱ 堺営業所
南大阪 Neurology Disease 懇話会
講演 【特別講演】
「認知症を中心に据え、全ての高齢者を対象とする 地域連携システム『茨木市モデル』
」
演者 杉野 正一 （医療法人恒昭会 藍野病院 院長 神経内科）
対象 医療関係者
平成 30 年 7 月 21 日（土） 14：30～19：00
会場 関西医科大学附属病院 13 階 講堂
第 13 回北河内糖尿病療養指導セミナー
特別講演「高齢者糖尿病治療 How to ～新しい GLP-1 受容体作動薬への期待～」
演者 吉田 麻美（医療法人恒昭会 藍野病院 内科部長兼栄養管理部長）
対象 医療関係者
平成 30 年 8 月 4 日（土） 15：00～19：30
会場 茨木市役所 南館 10 階 大会議室
第 3 回茨木市の在宅医療を支える会
講演 「茨木市の認知症ネットワークと、その中で ICT の活用の実際」
演者 園田 薫（医療法人恒昭会 藍野病院 精神科）
対象 医療関係者
平成 30 年 8 月 23 日（木） 19：30～22：00
会場 大阪第一ホテル 6F「モナーク」
高齢者糖尿病治療 Update 2018
特別講演「高齢者糖尿病治療 How to ～はつらつ長寿をめざして～」
演者 吉田 麻美（医療法人恒昭会 藍野病院 内科部長兼栄養管理部長）
対象 医療関係者
平成 30 年 10 月 27 日（土） 14：00～16：00
会場 茨木市立生涯学習センター きらめきホール
平成30年度市民公開講座
はつらつ長寿をめざして～生きるために歳をとる～
講演① 「はつらつ長寿のための”眼”のお話し」
演者 福原 雅之（医療法人恒昭会 藍野病院 眼科部長)
講演② 「いばらきオレンジかふぇ」（認知症カフェ）
演者 中村 ゆかり（茨木市健康福祉部相談支援課相談二係 係長）
講演③ 「幸福度の高いデンマークから学ぶ在宅認知症ケア」
演者 汲田 千賀子（同朋大学 社会福祉学部社会福祉学科）
対象：地域住民の皆さま
平成 30 年 10 月 27 日（土） 17：00～19：00
会場 リッツカールトン大阪
Good life for person with Dementia
～認知症の人を在宅診療で支える取り組みと医療における意思決定支援のコツ～
講演① 精神科医が行う、認知症訪問診療の実際～メマリーが有効であった症例報告を交えて～
演者 内田 直樹（医療法人すずらん会 たろうクリニック 院長）
講演② 認知症の人への医療に関する意思決定支援
演者 成本 迅（京都府立医科大学 精神科 教授）
クロージングリマークス 杉野 正一(医療法人恒昭会 藍野病院 院長 神経内科)
対象 医療関係者

入院のご相談は「地域医療連携センター」まで ＴＥＬ：072-627-7611㈹ ＦＡＸ：072-627-3627
平日（月～金曜日）の 20 時までは救急患者様に対応できる体制を整えています。
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