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 Ｔ トピックス  ＯＰＩＣＳ 

千葉県循環器病センターのボランティア活動 

 ～居心地の良い病院を目指して～    

 

 

  

 
 最初に紹介するのは、外来待合でのピアノ演奏です。 

 

 演奏がスタートしたのは平成24年6月。市原市でピアノ教室を開いて

いる方からボランティアの申し出をいただき、病院としても患者様に外

来の待ち時間を少しでも心地よく過ごしていただきたいとの思いから、

活動をお願いすることにしました。 

 1年半が経過した現在も、月曜日の午前中を中心に演奏をしていただ

いています。休日明けは患者様も多く、院内も少し慌ただしい雰囲気な

のですが、演奏が始まると一気に和やかな空気が広がります。演奏後に

拍手を下さる患者様もいて、月曜日のイベントとしてすっかり定着して

います。 

 

 

 

 次に紹介するのは、院内美化活動です。 

 

 「美化活動」というと掃除などを思い浮かべる方が多いと思います

が、当センターで主にお願いしているのは、院内の駐車場や玄関前にあ

る花壇の花植えや手入れです。 

 循環器病センターには多くの花壇があり、職員だけでは全ての管理を

行うことが難しく、ボランティア活動がなくてはならないものとなって

います。 

 循環器病センターの患者サポート実行委員会では、年に4回「院内美

化デー」を設けており、職員とボランティアが共同で花壇管理作業を

行っています。 

ジャンルを問わず馴染みある曲が演奏されます 

雑草が抜かれ、季節の草花が咲く花壇(10月) 

 市原市鶴舞の自然の中に佇む千葉県循環器病センターは、循環器系高度専門

医療と地域の中核医療を併せて担う病院です。 

 他の県立病院と同様、循環器病センターも多くのボランティアの協力をいた

だいていますが、今回は患者様に心地よく過ごしていただくことを目指した活

動を紹介します。 

 千葉県立病院では、病院運営にご協力頂くボランティアの方を募集しております。ボランティア活動の内容

や時間等の詳細につきましては、裏面に掲載の各病院にお問い合わせください。 
（※東金病院では、現在、ボランティア募集を行なっておりません） 



 健康相談  CONSULTATION 

精神科ってどんなところ？ 

              千葉県精神科医療センター                   

21世紀は「こころの時代」とも言われ、物質的な豊かさから、こころの豊かさを求められる時代

になり、痛んだこころを癒すことへの注目も高くなっています。これまではどこか敷居の高かっ

た精神科診療も、受診者数が年々増えてきましたが、「精神科診療ってなんだろう？なんだか

怖いんだけれど」という声も聞かれます。今日はそういった素朴な疑問にお答えします。   

Ｑ１ 精神科ではどのような治療が行なわれるのですか？  
 Ａ 精神科では「こころの働き」について主に扱います。「見る・聞く・感じる」などの知

覚や、思考、感情、意思などといった「こころの働き」をつかさどる“臓器”、つまり「脳神

経」に働きかけ、その機能を改善していくことが治療になります。「うつ病」「躁うつ病」

「統合失調症」「神経症」などの疾患があります。 

 その「脳神経」にアプローチするための手段として、薬を使う薬物療法と、コミュニ

ケーションなどを介して「こころ」に働きかける精神療法があります。「こころ」に対してな

ぜ薬を使うのかという疑問をよく耳にします。これは薬が脳に働きかけて、機能を調整

しているからであり、最も一般的に使われる手段です。 

 よく間違われるのが「脳神経外科」「神経内科」「心療内科」という診療科です。「脳神

経外科」は脳の病気（脳出血や脳腫瘍等）を手術により治療する診療科で、「神経内

科」は脳神経の機能障害により、体の機能が障害された状態（パーキンソン病や脳炎

など）を内科的に治療する診療科です。「心療内科」はストレス等により内臓の機能が

弱っている疾患を扱う診療科で、いわゆる「心身症」と言われるような、「神経性不眠」

「ストレス性潰瘍」などの疾患を扱います。ただ街で見かける心療内科の多くは精神科

医が行っていることがあります。これは「精神科」はどうも敷居が高いけれど「心療内

科」ならばと受診される方が多いためでもあります。 

 

Ｑ２ 精神科の診療はお金がかかるものなのでしょうか？   
 Ａ アメリカのホームドラマ等では、おかかえの精神科医がいることがステイタスとなっていることがよくあり、精神

科へ相談することは裕福な人の特権のように思われがちですが、実際はそうではありません。健康保険が使え、

お薬代も含め平均的には3～5,000円くらいではないでしょうか。なお、病気の程度が重く継続的に治療を受け

なければならない場合は、公的な医療補助制度によって、自己負担額を低くおさえることができます。  

 

Ｑ３ 精神科の診療を受けるにはどこへ行けばよいでしょうか？  
 Ａ つい10年ぐらい前までは、精神科診療は大きな総合病院や精神科専門病院に限られていましたが、今では

会社帰りに立ち寄れるようなクリニックも増えてきました。インターネットでも簡単に検索できますが、最寄りの保

健所や当センターでもご案内しています。また「自分は精神科の病気にかかっているんだろうか？病院に行った

方がいいのだろうか？」といった健康相談も、保健所や精神保健福祉センターで行っていますので、病院へ行く

ことがためらわれる場合は、まずはお気軽にご相談していただければよいと思います。 

 

Ｑ４ 千葉県精神科医療センターってどんなところですか？ 
 Ａ 当センターは、夜間・休日を含め24時間対応の精神科の救急病院です。ひと昔前は、精神科の病院は年単

位で療養するというのが一般的でした。しかし当センターは出来るだけ早く治療して社会復帰してもらうことを

モットーとし、急性精神病状態（躁うつ病や統合失調症など）の救急診療を行ない、平均50日程度の入院治療と

退院後の継続通院治療、リハビリテーションや訪問看護などを行なっています。また情報センター機能も果たし

ており、「具合が悪いのだけれども、遠方なので受診できない」といった方には、最寄りの救急当番病院をご案内

しています。なお、入院せずに外来通院のみで治療が可能な方や、「摂食障害」や「依存症」などそれぞれの専

門療法が必要な方には、他の医療機関をご案内しております。 

   精神科治療は長くかかるものです、あせらずにゆっくりと治療していきましょう。  

 

PROFILE プロフィール 

     深見 悟郎  
(千葉県精神科医療センター 

  精神科 診療部長) 
 

平成 7年千葉大学医学部

卒。千葉大学精神医学教室

に入局。木更津病院、都立

墨東病院、佐々木病院など

地域の病院を経て、千葉大

学医学部附属病院精神神経

科医局長、准教授を歴任し

現職へ。医学博士、精神保

健指定医、精神科専門医・

指導医、精神保健判定医、

日本精神科救急学会理事。  

ふかみ   ごろう 



救急医療センター 神経系治療科部長 古口德雄 

              放射線科主任技師 沖山英夫 

頭腹部血管撮影装置が新しくなりました 

～被ばくは少なく、画像はきれいに～ 

               千葉県救急医療センター 
 血管撮影装置は、脳卒中などの診断装置であるとともに、血管内治療に無くて

はならない手術機械です。脳梗塞の再開通治療や、クモ膜下出血の脳動脈瘤塞

栓術などの手術に用い、“切らずに治す”装置ですが、レントゲン（X線）を使った

画像を頼りに手術を進めるため、被ばくが避けられません。治療が長時間に及ぶ

と、被ばくによる放射線障害（皮膚の発赤、脱毛、白内障など）が問題となります。 

 千葉県救急医療センターでは、2012年9月に血管撮影装置を更新しました。こ

の装置は少ないX線できれいな画像が表示できるため、患者さんと医療従事者の

被ばくを少なくできます。また、38cmという広い範囲の画像を表示できるため、頭

部だけでなく、腹部・骨盤・四肢血管の検査・治療にも対応しています。 

 このように、脳卒中になってしまった場合には大変有力な最先端の機器なので

すが、この装置のお世話にならないのが一番。禁煙や生活習慣病の予防をして、

脳卒中にならないことが大切です。   

 治療  TREATMENT 

 設備  EQUIPMENT 

 

 

千葉県こども病院の行なう口唇口蓋裂
こうしんこうがいれつ

治療
ちりょう

 
千葉県こども病院    

 

こども病院形成外科では、口唇口蓋裂の手術を数多く行っています。この 

病気は生まれつき口唇や口蓋に割れがあるものです。５００人の赤ちゃんに 

１人の患者が生まれています。  

 われわれは口蓋裂の治療に、Furlow法という手術を用いています。従来

はPush-back法という術式が主流でしたが、口蓋の術後瘢痕で顎発育が抑

制され、受け口になることもありました。Furlow法は顎発育への影響が少ない

手術方法です。初代医長の宇田川は、こども病院での治療にあわせて原法

を改良した術式を考案しました。 

 2000年に筆者が就任してから、歯科の協力により「口蓋床」を新生児期から作成してい

ます。口蓋裂の幅が広く哺乳が悪い場合に床を使用すると、哺乳の改善や手術までの

期間で幅広い裂を狭くする効果があります。口蓋床も装着するだけのホッツ床から、鼻の

変形もあわせて矯正するNAM法へと進化しています。ただし口蓋床の調整のために、三

週間おきに歯科受診する必要があります。別な方法として裂をテープで引き寄せる治療

も行っています。テーピングも改良を重ねています。皮膚に優しいテープへと素材を変

更したり、弾力性のあるテープを導入するなど進化しています。なお、裂幅が狭いとき

や、不全唇裂ではこうした治療は要りません。また、合併症をもった赤ちゃんは、必要な

治療をタイミング良くできるように、他の診療科との連携、チーム医療も心がけています。 

PROFILE プロフィール 

     鈴木 啓之  
（千葉県こども病院 

 形成外科主任医長） 
 

平成12年に口蓋裂の診療で

定評のある昭和大学病院か

らこども病院に赴任。埼玉

県立小児医療センター医

長、広島市民病院形成外科

副部長を歴任。千葉大学病

院から戻った宇田川部長と

ともに、小児形成外科を担

当する。 

2012年9月導入。頭部だけではな

く、腹部や四肢の血管撮影にも利用

できます。 

頭部側面の血管

画像（上）と立

体血管画（下）

です。このよう

なエックス線を

使った画像で脳

動脈瘤塞栓術が

可能です。 

(上)口唇裂 

(下)口蓋裂 

こうしんこうがいれつ 

ファ-ロー 

じゅつごはんこん 

がくはついく 

 ナム 

 こうがいしょう 

ふぜんしんれつ 

ＮＡＭ法 イメージ画像 

すずき   ひろゆき 

こぐち よりお 

おきやま ひでお 

のうどうみゃくりゅう そく 

せんじゅつ 



栄養士の健康レシピ  REＣＩＰＥ 

トマト味のほっこりスープ  
寒い時期には、あさりのだしとトマトの酸味がおいしい野菜たっぷり具だ

くさんスープで温まりましょう。バランス良く食べ、野菜が不足しないよ

うにすることが健康的な食生活の第一歩です。トマトの赤い色素のリコピ

ンは、活性酸素が細胞を傷つけるのを防ぎ、がんや動脈硬化の予防に役立

ちます。また、あさりは貧血に関係する鉄やビタミンＢ12が豊富です。  

【材料（1人分）】エネルギー133kcal たんぱく質5.6g 脂質 6.4g  

あさり殻付50g（又は水煮缶20g）／酒（白ワイン）少々／ベーコン5g／玉ねぎ30g／

にんじん10g／じゃがいも30g／白菜30g／しめじ10g／トマト（カット）缶60g／にんにく 少々／ 

オリーブ油 小さじ1杯弱／水 160ml／コンソメ 1/2個／塩・こしょう 適宜／きざみパセリ 少々  

【作り方】 

① あさりは３％塩水につけ砂抜きし、殻をこすり合わせてよく洗う。 

② ベーコンは刻み、野菜は１cm角にカットし、しめじは小房に分けておく。 

③ フライパンにあさりを入れて酒をふり、蓋をして火にかけ、口が開いたら火を止める。 

④ 鍋につぶしたにんにくを入れて油で炒め、刻んだベーコン・玉ねぎを加える。玉ねぎが色づ

いたら残りの野菜を加えて炒め、水、コンソメ、トマト缶、③のあさりの汁のみを加えて煮込む。 

⑤ 野菜が軟らかくなったら、③のあさりを加えて塩こしょうで味を調え、器に盛りパセリをふる。 

 

レシピ集「がん患者さんのためのレシピと工夫」▶近年のがん治療の進歩に伴い、

短期間の入院や通院でも治療が可能となり、自宅でがんと向き合う患者さんが増えてきまし

た。しかし、がんの存在や手術・化学療法・放射線療法等の影響で食べることに支障が出てくる

方は少なくありません。がん治療を継続するために、患者さんの「食と栄養」を総合的に捉えた

在宅支援がより重要となっています。この冊子は千葉県がんセンターの「食と栄養トータルケア

プロジェクトチーム」が患者さんのために工夫してきた取組みとレシピを紹介しています。「おい

しく食べたい」との患者さん・ご家族の思いに寄り添い、応えたい……私たちはこれからも工夫

を続けていきます。             （千葉県がんセンター 栄養科部長 佐々木 良枝） 

【千葉県立病院】 
  がんセンター      〒260-8717  千葉市中央区仁戸名町666-2  (TEL) 043-264-5431 (FAX) 043-262-8680 

  救急医療センター   〒261-0012  千葉市美浜区磯辺3-32-1         (TEL) 043-279-2211 (FAX) 043-279-0193 

  精神科医療センター 〒261-0024  千葉市美浜区豊砂5                  (TEL) 043-276-1361 (FAX) 043-276-1367 

  こども病院         〒266-0007  千葉市緑区辺田町579-1           (TEL) 043-292-2111 (FAX) 043-292-3815 

  循環器病センター   〒290-0512  市原市鶴舞575                          (TEL) 0436-88-3111 (FAX) 0436-88-3032 

  東金病院           〒283-8588  東金市台方1229                        (TEL) 0475-54-1531 (FAX) 0475-54-1588 

  佐原病院           〒287-0003  香取市佐原イ2285                    (TEL) 0478-54-1231 (FAX) 0478-54-4497 
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 病院からのお知らせ  ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ 

 

  
 

 

 

認知症について、袖ヶ浦さつき台病院院長、県庁の健康福祉部高齢者福祉課スタッフが分かりやすく講義 

します。自分が認知症になったらどうしたらいいのか？家族が認知症になったときの介護は？等、認知症に 

関する疑問にお答えします。 
 

▶日時：平成26年3月1日(土)13:30～16:20（13:00開場） 16:30～個別相談                

▶場所：千葉市ビジネス支援センター きぼーる（13階会議室１・２・３） 

▶テーマ：認知症   ▶定員：100名（先着順）  ▶参加費：無料 

▶お問い合わせ：千葉県精神科医療センター 医事管理課 TEL 043-276-1361 

※事前のお申し込みは不要です。 

  個人情報は適切に管理し、講座目的以外には使用しません。 

千葉県がんセンター内売

店等で販売しているほ

か、各県立病院及び県内

公立図書館で閲覧可能で

す。「メディカルスマイ

ルウェブ」でのインター

ネット購入も可能です。
http://www.medical-

smile.com/index.html  ささき   よしえ 


