
奥沢病院の職員一同は患者さま（クライアント）のご意思とプライバシーを尊重します。 

 

・患者様の意思とプライバシーを尊重した医療 

・苦痛・恐れ・不安の解消に最大限の努力をする事 

・２４時間３６５日の二次救急医療体制 

・周辺の医療機関との密接な医療連携 

・総合診療と特色のある専門外来 
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病院理念： 

私たちは、患者様の意思とプライバシーを 

尊重し、心のこもった質の高い医療サービスを 

提供します。 
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医師のコラム 

骨粗鬆症の診断と効果判定：骨密度測定「DXA法」 
整形外科 菊地 健 

 

 骨粗鬆症とは、「骨強度の低下により、骨折リスクの増加をもたらす骨疾患」

と定義されます。 

 特に40代以降の女性の方には深刻な問題です。軽微な外力で骨折を生じ、日常

生活に支障を来すことになります。骨折の中でも問題視されているのは「大腿骨

近位部骨折」です。かつて内側骨折・外側骨折ともいわれた頚部骨折・転子部骨

折などがこれにあたります。この部位の骨折は大部分の方が入院・手術を要し、

また高齢の方が多いこともありますが、その約2割近くの方が1年以内に死亡、

1/3の方が寝たきりとなり、６割以上の方が受傷前より活動性が低下するとの統

計もあります。従って、骨粗鬆症を早期に診断し、骨折発生を未然に防ぐことが

健康な生活を維持していくのに重要といえます。 

 診断・治療はさほど難しいことではありません。最も信頼性の高い評価法の一

つが腰椎や大腿骨など体幹での骨密度測定です。これは治療を開始してからの効

果判定（使用薬剤の効果が出ているかどうか、変更や追加の必要性がないかな

ど）にも大いに活用されています。 

 レントゲンと同様に放射線は使用しますが、被爆量は検診でも行う胸部レント

ゲンよりも少ないくらいです。時間も腰・大腿骨で7分程寝ているだけで測定でき

ます。 

 当院では今年度から、より精度の高い測定器を導入していますが、初回のみ全

身骨で実施し体脂肪や筋肉量も計測できるようにしています。 骨粗鬆症の程度な

どにもよりますが、再検査は変化が出てくる半年以降に行い、薬剤治療の効果を

判定します。より早期に効果を確認したい場合は血液検査でマーカーと呼ばれる

指標となる項目を調べたりします。 

 女性は65才以上、男性70才以上の方は骨密度を測定した方がよいです。また

この年令以下でも血縁関係の方に大腿骨近位部骨折の方がいる場合・ちょっとし

たことで骨折した経験がある方・肺疾患や糖尿病・膠原病などをお持ちの方は是

非調べておきましょう。 

 

全身用骨密度測定装置（ＤＸＡ法） 



各部署のコラム 
リハビリって何？ 

リハビリテーション科  塩田 真司 

リハビリテーションという言葉は医療分野のみならず、広い意味で用いられております。

病院、施設などで、リハビリという言葉を聞くことが多くなってきておりますが、リハビリ

という言葉は一体どんな意味なのでしょうか？リハビリと言うと、「機能を回復するための

訓練」をイメージされるかと思います。この言葉は、リハビリテーションの略語でありま

す。 

この言葉の語源は、(re)とは「再び」という意味であり、(habilitation)とは、ラテン語の 

(habilitare)を名詞化したもので、「適合させる」の意味があります。解釈すると「人間らし

く生きる権利を取り戻す」という事になります。 

1981年にWHO(世界保健機関)はリハビリテーションについて、「能力低下やその状態を

改善し、障害者の社会的統合を達成するためのあらゆる手段を含んでいる。さらにリハビリ

テーションは障害者が環境に適応するための訓練を行うだけでなく、障害者の社会的統合を

促すために全体としての環境や社会に手を加えることも目的とする。そし

て、障害者自身、家族、彼らが住んでいる地域社会が、リハビリテーショ

ンに関係するサービスの計画や実行に関わり合わなければならない。」と

定義しております。 

当院でも、様々な疾患の患者様が入院されております。これからのリハ

ビリテーション科として、早期の機能回復に向けて尽力していきたいと思

います。 

 

トピックス 

    第19回オープンホスピタル！ 
 地域医療連携課 閏間 由紀 

  平成28年度6月17日（金）に『第19回オープンホスピタル』が開催されました。本年

度は連携医をはじめ36名の先生方をお迎えし盛大に行うことが出来ました。 

 当日は、整形外科 菊地 健医師による「骨粗鬆症の診断について骨密度測定器（DXA法）

の導入」についての講演も行われ、終了後にはご参加下さいました先生方から「このような

勉強会の機会を頂き感謝しています」「来年も是非参加したい。」との嬉しいお言葉を頂く

ことが出来ました。 

 懇親会では近年の他職種による医療連携、包括ケアの重要性について貴重なご意見や情報

を伺うことが出来、また先生方同士の会話、コミュニケーションの輪も自然と広がり大変有

意義な会となりました。 

 来年は第20回目の開催を迎える節目の年となりますので、日頃よりお世話になっておりま

す先生方と共に更なる医療連携体制を強化し、患者様にとってより奥沢病院を身近に感じて

いただき、信頼され、愛し愛される地域密着型の病院として365日24時間いつでも安心し

て受診出来る病院となれるよう、職員

一同努力して参りたいと思っておりま

す。 

 

         

         



  

 

 

お知らせ 
※ 毎週火曜日小児科の午前の診療受付時間は 

  12：00までとなります。 
※ 小児科の月曜日～金曜日の午後は予防接種と乳幼児 

  検診の予約があります。一般診察は予約の方が 

  終了次第（15：00頃）開始となります。受付は 

  13：30から行っております。 

※ 当院は24時間救急体制で診療を行っております。 

  曜日により診療科目が異なります。 

医療法人横浜柏堤会 

奥沢病院 

〒158-0083  東京都世田谷区奥沢２－１１－１１ 
TEL：03-5701-7788 FAX：03-5701-2922 
ホームページ http://www.okusawahp.jp/ 

診療科目 
 内科・外科・小児科・整形外科・放射線科・麻酔科 
 

診療時間 
 平日  ９：００～１３：００（受付８：３０～１２：３０まで） 
        １４：００～１７：００（受付１３：３０～１６：３０まで） 
  土曜  ９：００～１３：００（受付８：３０～１２：３０まで） 
 休診  土曜午後・日祭日 
 

周囲の医療機関との密接な医療連携 
 奥沢病院アテンディング・ドクター 
 昭和大学病院・荏原病院・都立広尾病院・日赤医療 
 センター・東京高輪病院・国立東京医療センター・ 他 

 

戸田中央医科グループ近隣施設 
 田園調布中央病院・松井病院・世田谷神経内科病院 

    

小児科の夜間診療も行っております 
 
   月曜日と金曜日は18：30までの 
   受付となります。 
   

『7月』外来担当医表 
  

月 火 水 木 金 土 

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 

内科 

阿部 記代子 

(旧姓:和田) 
菅田 彰 伊平 慶三 

井出 宏嗣 

(膠原病) 
菅田 彰 

大西 司 
(呼吸器内科) 

羽多野 美香

(膠原病) 
菅田 彰 

阿部 記代子 

(旧姓:和田) 

大石 庸介 

(循環器内科) 
菅田 彰 

(9:00～10:30) 

伊平 慶三 
小﨑 遼太 

(循環器内科) 
阿部 記代子 

(旧姓:和田) 

林 智樹 

(膠原病) 

羽多野 美香 

(膠原病) 

吉本 彩子 

(糖尿病) 

二村 明徳 

(神経内科) 
伊平 慶三 

前木 展子 

(糖尿病) 

伊平 慶三 
(9:00～10:30) 

阿部 記代子 

(旧姓:和田) 
(10:30～12:30) 

― 

外科 鈴木 恵史 伊達 淳 
小山 広人 

(外・胃腸科) 

小山 広人 

(外・胃腸科)  
梅田 耕明 ― 加藤 貴史 

尾本 正 
(心臓血管外科) 

鈴木 恵史 

飯島 忠 

(1,3週目) 

神山 剛一 

(2,4,5週目) 

鈴木 恵史 

(1,3,5週目) 

伊達 淳 

(2,4週目) 

整形外科 菊地 健 ― 
神 與市 

(脊椎・脊髄) 
菊地 健 柳澤 和裕 土谷 弘樹 菊地 健 

第1週のみ 

稲垣 克記 

15:00～ 

（予約制） 

定方 博史 
受付 

初診 12:15まで 
再診 12:30まで 

柳澤 和裕 柳澤 和裕 

小児科 常見 享久 常見 享久 常見 享久 今井 孝成 常見 享久 常見 享久 ― 常見 享久 常見 享久 常見 享久 常見 享久 

皮膚科 ― ― ― ― ― ― ― 五味 由梨佳 ― ― ― 


