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新年のご挨拶

新年のご挨拶

ぶりとなる天皇の譲位によって
幕を閉じましたが、これを機に
輝城会グループの沿革に目を通
しつつ、あらためて輝城会が歩
んだ平成の時代を振り返ってみ
ました。
輝城会が産声をあげたのは今
から三十七年前の昭和五十七年
九月、沼田城址公園前で西松医
院を開した時ですが、その後昭
和末期に病院への改組や現在地
への移転などを経て、平成元年
には六十六床の救急病院として
沼田脳外がスタートを切りまし
た。平成の当初十年間ほどは、
吾妻脳神経外科循環器科（開院
当初しらかばクリニック）、城
西クリニック、沼田クリニック
を相次いで開院し、一方で沼田
脳外の新館建設、ぬまた歯科口

腔外科の開設など、急性期の病
院を中核として、群馬県北部地
域に輝城会の医療ネットワーク
の根を張りました。その後利根
沼田地域で訪問看護ステーショ
ンまつかぜを展開し、平成十二
年の介護保険法施行を機に、以
来地域からのご要望にお応えす
るかたちで、ほぼ毎年利根沼田
及び吾妻地域に小規模の介護保
険事業所を開設してきました。
私が脳外科医として最前線で患
者さんと向き合っていた頃に
「何とかしてこの患者さんを自
宅に帰してあげたい」という一
心で、検査や手術に臨んでいま
したが、外来中心となった今で
も「急性期医療と在宅は一体の
関係にある」という強い信念を
持っています。そんな思いから
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～ 「輝城会広報誌」の創刊に寄せて ～

新年明けましておめでとうご
ざいます。
この度新しく生まれ変わった
輝城会グループ広報誌の創刊に
寄せてご挨拶を申し上げます。
昨年四月一日の輝城会と高仁
会の合併に合わせ、これまで二
つの法人に分けて発行してきた
広報誌も「輝城会広報誌」とし
て統一し、内容も刷新いたしま
した。これからも皆様のお役に
立つ情報を、より親しみやすい
紙面でお届けするため創意工夫
してまいりますので、是非本誌
をご愛読いただきますようお願
い申し上げます。
【平成のあゆみ】
さて、近代日本で唯一戦争が
なかった平成の時代も、二百年

平成十六年には昭和村に社会福
祉法人なごみの杜を立ち上げ、
翌平成十七年、五十床の特別養
護老人ホーム菜の花館を開設し
ています。一方で平成十四年に
沼田脳外の外来をほとんど沼田
クリニックに移行し、病院は救
急及び入院に、クリニックは外
来に特化させて、強固な連携体
制の下で機能分化を図り、地域
の患者さんのニーズにきめ細か
くお応えできるようにしました。
これ以降沼田脳外では「断らな
い救急」をさらに徹底した結果、
平成二十一年七月、輝城会が群
馬県で唯一の社会医療法人（現
在では二法人）の認定を受けま
した（救急医療、平成二十三年
にはへき地医療でも認定）。昨
年は最初の認定から十年の節目
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でしたが、今顧みると、平成の
三十年は、「すべては地域のた
め、患者さんのため」という使
命の達成に向け、地域の実情や
将来の人口動態、国が次々に打
ち出す政策など、先の先まで読
んだ上で事業を展開することが
できた時代でした。
【新しい時代の幕開けとともに】
令和の時代になり、特に団塊
ジュニアと呼ばれる世代が全員
高齢者となる二千四十年以降、
働く世代の人口減少と高齢化の
波が一気に押し寄せ、働く人一
・五人で一人の高齢者を支える
社会が訪れます。今の私たちは、
日本が世界に誇る社会保障制度
を維持・存続させ、将来の世代
に渡すことを最優先課題として
いますが、これは安定した医療
（介護）経営とは相反する命題
であるため、今後は先行き不透
明で将来予測も難しくなり、医
療（介護）経営は正に暴風雨の
吹き荒れる中を進むことになる
でしょう。国は、平成二十四年
から社会保障改革の大ナタを振
り上げ、特に診療（介護）報酬
に対する厳しい改定を行い、ま
た昨年は消費税率の改定もあり

ました。さらに昨年九月下旬に
は、厚労省が全国四百二十四の
公立・公的病院について、診療
の実績が乏しいことを理由に実
名を公表した上、地域医療構想
達成に向けた再検討を求めまし
た。これは再編・統合、場合に
よっては廃止も含めて検討しな
さいということに等しく、今後
は民間病院も同様に病院名が公
表される可能性もあります。つ
まり「本当に地域に必要とされ
る病院以外は選択と集中によっ
て早々に淘汰されますよ」とい
うメッセージであり、正に国が
大ナタを振り下ろす直前にある
と言えるでしょう。このように
現実問題として、医療（介護）
はますます厳しい経営環境を迫
られる中で、私たちは地域のた
め、患者さん・利用者さんのた
め、今後も状況判断を誤ること
なく、職員の英知と努力を結集
し、やがて訪れる超高齢社会に
立ち向かう勇気を持つことが必
要であると、新しい時代の幕開
けとともに襟元を正す毎日です。
【これからのあゆみ】
こうした現実を見据え、輝城
会グループでは昨年四月に輝城

会と高仁会を合併し、まずは逆
風に耐え得る基礎体力の強化を
図るとともに、七月には人事を
刷新し、介護を中心に若い管理
職を組織の中枢に据え、地域の
ため、患者さん・利用者さんの
ため果敢にチャレンジさせる舞
台を用意しました。これで次の
時代を担う若手が、失敗を恐れ
ず強い使命感を持って仕事に臨
んでくれることと思います。一
方で昨年十二月の「脳卒中・循
環器病対策基本法」の施行を前
に、北毛地域では唯一となる
「一次脳卒中センター」として、
九月に沼田脳神経外科循環器科
病院が日本脳卒中学会から認定
されました。これは二十四時間
三百六十五日の受け入れ体制に
加え、脳梗塞に対する最先端の
治療が実施できることなどを要
件に、群馬県では脳卒中治療の
第一人者である十一病院のみが
認定されたものです。私は、次
のステップとして、心筋梗塞な
どの心臓疾患でも、沼田脳外が
十分な受け入れ体制と最先端の
設備、高い治療能力を持つ地域
の「心不全センター」として、
住民の皆様から頼りにされるよ
う一層研鑚を積み、努力するこ

とを職員に指示しました。大変
な時代だからこそ、高い目標と
社会的な使命を背負いながら、
地域に必要とされることの喜び
を噛みしめて、前向きに仕事に
取り組んでほしいと願っている
からです。

【終わりに】
本年は診療報酬改定の実施年
であり、また加速する地域医療
構想達成に向けてさらに厳しい
経営環境を迫られることが予想
されます。そんな中で、地域の
皆様に育てられた輝城会グルー
プの職員が、どのようなチャレ
ンジを見せてくれるのか楽しみ
にしています。どうか皆様には、
本年も輝城会グループに厳しく
もあたたかいご指導をたまわり
ますようお願い申し上げ、また、
この一年が皆様にとりまして、
健やかで幸せに満ちた年となり
ますことを祈念し、新年のご挨
拶とさせていただきます。
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新しい治療法の紹介
こんな症状はありませんか？

（ タ

（経カテーテル大動脈弁治療）

ビ ）

＊ ＴＡＶＩ（タビ）はカテーテルを用いて弁を取り替える治療法です。

は い ど うみやくべ ん

大動脈弁
だ い ど うみやくべ ん

僧帽弁
そうぼうべん

三尖弁
さんせんべん

もあります。

に至る可能性

失神や突然死

重症になると

らわれます。

どの症状があ

疲れやすさな

悸や息切れ、

がすすむと動

せんが、病状

症状がありま

弁膜症になると、軽度のうちはほとんど自覚

れる疾患です。

大動脈弁の開きが悪くなり血液の流れが妨げら

大動脈弁狭窄症は「心臓弁膜症」のひとつで

○大動脈弁狭窄症とは

＊ 低侵襲とは治療のために患者さんの体を傷つける度合いが少ないことです。

○心臓弁膜症とは

肺動脈弁

心臓は四つの部屋に分かれており全身に血液を流す
ポンプのような役割をしています。
血液の流れを一方向
に維持するために心臓
内の四つの部屋にはそ
れぞれ「弁」がありま
す。
心臓にある弁に障害
が起き、本来の役割を
果たせなくなった状態
を「心臓弁膜症」とい
います。
四つの弁のうち「大
動脈弁」と「僧帽弁」
に多く起こりやすい疾
患です。
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◇低侵襲の心臓弁膜症手術 ＴＡＶＩ◇

その症状、「心臓弁膜症」かもしれません。

○大動脈弁狭窄症の治療法
③ＴＡＶＩ （経カテーテル大動脈弁置換術）

沼田脳神経外科循環器科病院 ＴＥＬ０２７８－２２－５０５２ 沼田市栄町８番地

①保存的治療法
弁そのものを治すわけではなく、薬でそ
のときの状態よりも症状を緩和したり、進
行を抑制することによって、心臓にかかる
負担を取り除きます。薬による治療の効果

※ TAVIイラストはいずれもエドワーズライフサイエンス株式会社様よりご提供いただきました。

は、定期的に検査を行って再評価すること
が必要となりますが、大動脈弁狭窄症が重
症にな ると、薬による治療の効果 は限局
・重症の大動脈弁狭窄
症に対する治療法で、
開胸することなく、
また心臓も止めるこ
ともなく、カテーテ
ルを使って人工弁を
患者さんの心臓に留
置します。
・低侵襲（治療のため
つける度合いが少ない）に加えて、人工心肺を使
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で、開胸術またはＴＡＶＩによる治療が必
要になります。

②開胸手術
弁を取り替える
治療法の第一選択
肢の治療法となっ
ています。
はゆっくりと進行することが多く、心臓に

用しなくて済むことから、患者さんの体への負担

に患者さんの体を傷

負担がかかっていても、心臓本来の働きを

が少なくすみます。

心臓弁膜症の症状

補おうとします（代償機能）。そのため患
者さん自身が自覚症状をあまり感じていな

の他の疾患のリスクを持つなど、開胸手術が困難

・高齢のために体力が低下している患者さんや、そ
な患者さんが対象の治療法です。

いということがよくあります。しかし、早
期に手術を受けるほうが術後の経過や心臓
の機能回復がよいため、手術のタイミング
を適切に判断することが重要になります。

ＴＡＶＩは現在 全国で１７４施設の認定施設で行われています。
私どものグループから認定施設にご紹介することができます。

動悸、息切れ、疲れやすさは心臓弁膜症の代表的な症状です。私どものグループでは
心臓弁膜症の検査（血液、心電図、心エコー図検査等）や治療を行うことができます。

吾妻脳神経外科循環器科

ＴＥＬ０２７９－６８－５２１１

吾妻郡東吾妻町大字原町760番地1

沼田クリニック

ＴＥＬ０２７８－２２－１１８８

沼田市栄町61番地3

身近な病の話

花 粉症の季節が近づいてきました。
花粉症は早めの対策が効果的です。
花粉症は花粉で起きるアレルギー疾患の総称です。
スギは２月から４月にかけて一斉に花粉を飛ばします。
症状はカゼによく似ていますので、花粉症の疑いが
ある場合はアレルギーの検査をおすすめします。

○セルフ・ケア・・・花粉症の治療で大切なこと
花粉症の症状の悪化を防ぐには、花粉をできるだけ避けるように日常生活での工夫が大事です。
花粉症の飛散が多い日...
①外出を控える。

外に出るとき...
①マスク､眼鏡、帽子をかぶる。
②花粉の付きやすい毛羽立った衣類を着ない。

帰ってきたら...
①玄関で衣類や髪をよく払う。
②洗顔、うがい、手洗い、鼻をかむ。

室内では...
①花粉が飛んでいるときは窓を開けない。
②換気は短時間で。
③洗濯物を外に出さない。

○花粉症の治療
花粉症の治療で最も一般的なのは薬物療法です。
薬物療法で、花粉が飛び始める前、もしくは症状の軽いうちに治療を
始めることを『初期療法』といいます。
初期療法を開始した人は、症状出現してから治療開始した人に比べて
症状の程度が軽いことが知られています。
花粉症の薬物療法には第二世代の抗ヒスタミン薬、抗ロイコトリエン
薬、ステロイド薬などの飲み薬、点鼻噴霧薬、点眼薬があります。症状
のタイプや重症度によって処方される内容は変わります。

薬物療法以外にも舌下免疫療法、アレルゲン免疫療法（減感作療法）等の根治療法があります。
減感作療法は、体質自体を変えていく療法です。根本的に症状を抑えたい人は、耳鼻咽喉科に
一度ご相談ください。

花粉症は花粉が飛ぶ前、症状の現れる前または症状の軽いうちに治療を始めるのが
効果的です。早めの受診をお勧めします。

沼田クリニックおよび吾妻脳神経外科循環器科では、毎日の診療で花粉症のお薬を処方することが
できます。
根治療法については、沼田クリニックの耳鼻咽喉科にご相談ください。診療日についてはお問い合
わせください。
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護の専門職の方など約百三十名

地域のみなさま方に医療・介

暮らす～』を開催いたしました。

に寄り添い、住み慣れた地域で

となる住民公開講座『～認知症

ーの指定を受けてから第四回目

で群馬県認知症疾患医療センタ

高山村にある高山村いぶき会館

十一月十七日（日）、吾妻郡

きました。

の紹介と実技を体験していただ

法士による『認知症予防体操』

どについて報告、最後に理学療

の概要や事業内容、活動実績な

科及び認知症疾患医療センター

局による吾妻脳神経外科循環器

田先生による講演を始め、事務

疾患医療センター長である久保

外科循環器科院長、また認知症

住民公開講座のご報告

の方々が来館され、吾妻脳神経

久保田院長による講演『私も
皆様に熱心にお付き合いいただ

会場参加型であった事もあり、
いたことで、会場全体に一体感

認知症にならない』は加齢に伴
うもの忘れと認知症の違い、認

が生まれ、非常に盛り上がりま
今後も定期的に開催するとと

知症の症状や予防方法などにつ

『認知症予防体操』の紹介と実

もに、ご希望の多い認知症患者

いて分かりやすく解説したもの

技があり、国立長寿医療研究セ

への対応方法や福祉サービスな

した。

ンターが開発した運動と認知課

どについても皆様に情報提供し

でした。理学療法士三名による

題（計算、しりとりなど）を組

ていきたいと考えています。
吾妻脳神経外科循環器科
認知症疾患医療センター
事務局
竹之内 優

み合わせた「コグニサイズ」を
中心に体操のレクチャーを行い
ました。
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℡ 0278-22-5052

0278-22-1188

「もの忘れ外来」

診察日はお電話

でお問い合わせ

ください。

毎週木曜、金曜日の
午前中に「問題行動専
門もの忘れ外来」を行
っています。
公認心理師による認知症にお悩みの方のご相
談も承っています。

毎週水曜日の午前に
「もの忘れ外来」を行
っています。吾妻郡内
の六町村より委託を受
け「認知症初期集中支援チーム」を設置し、
認知症（または認知症の疑い）の方やそのご
家族に早期対応の支援を行っています。

℡

0279-68-5211

℡

沼田脳神経外科循環器科病院

沼田クリニック

吾妻脳神経外科循環器科

吾妻脳神経外科循環器科 ・ 認知症疾患医療センター

住民公開講座

最近「もの忘れが多くなった」との自覚症状や家族から見て「以前と様子が違う」
などの症状がありましたらお早めにご相談ください。
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令和 二年一 月発 行

8
b

１

茎がまっすぐでいくつもの節が
あって中がからっぽの植物。

３
３

冬に向けて、秋に燃料用の割り
木を準備する。たきぎ。

体の働きが止まったり、弱くな
ること。誤って毒キノコを食べ
ると出る症状。

５

地中や岩間から湧き出る、清ら
かに澄んだ水。

４

食品を蒸すための用具。

６
６

物事の内容・手順・方向などを
一定形に定めること。またはそ
の定めや決まり。

魚肉を適当な大きさに切ったも
の。

８

図画・工作の略。

10

米を作るために植えられる草。

11

秋の季節に文化祭や学校祭の一
部として行うことが多い、芝居
や演劇。

b

７

落ち葉など、ごみやちりなどを
掃いて取り除く用具。

９

物が焼けてこげること。

c

答え

答え

乾燥する季節、火の元に要注意！
物が燃えるときに空中に出てく
る、色のある気体。

11

a

発行 ／輝 城会 グルー プ

２

9

1

a

ヨコのカギ

7

c

10

タテのカギ

1

6

1

タテ、ヨコのカギをヒントに解きます。
二重線で囲まれたＡ～Ｃ文字を並べ変えてできる
言葉が答えです。

提供元：クロスワード.jp
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社会医療法人

輝城会

社会福祉法人

なごみの杜

〒 三七 八 〇- 〇一 四 群 馬県 沼田 市栄町 八番 地

社会福祉法人
なごみの杜

社会医療法人 輝城会
沼田脳神経外科循環器科病院

グループホーム沼田公園前

沼田クリニック

輝城会重度介護支援センター

〒378-0014 沼田市栄町8
Tel 0278-22-5052 / Fax 0278-22-5469

〒378-0014 沼田市栄町61-3
Tel 0278-22-1188 / Fax 0278-22-0099

沼田クリニック

歯科

〒378-0014 沼田市栄町61-3
Tel 0278-30-3003 / Fax 0278-30-3003

訪問看護ステーションまつかぜ

ＴＥＬ 〇二 七八 二-二 五-〇 五二（ 代 ）

〒378-0053 沼田市東原新町1549-1
Tel 0278-22-6153(居宅 25-4401) / Fax 0278-60-1663

ぬまたとね総合在宅ケアセンター

〒378-0042 沼田市西倉内町658
Tel 0278-30-2201 / Fax 0278-30-2202

みんなの家なかんじょ

〒377-0424 吾妻郡中之条町大字中之条町967
Tel 0279-75-4165 / Fax 0279-75-4164

なかんじょ在宅ケアセンター

〒378-0053 沼田市東原新町1442-7
Tel 0278-22-1040 / Fax 0278-25-4307

〒377-0424 吾妻郡中之条町大字中之条町1869-5
Tel 0279-75-2800 / Fax 0279-75-2801

医療・介護経営研究所

かがやき訪問看護ステーション

吾妻脳神経外科循環器科

かがやき在宅ケアセンター

〒378-0053 沼田市東原新町1549-1
Tel 0278-25-4117 / Fax 0278-25-4118

〒377-0801 吾妻郡東吾妻町大字原町760-1
Tel 0279-68-5211 / Fax 0279-68-5361

〒377-0801 吾妻郡東吾妻町大字原町5278
Tel 0279-25-8110 / Fax 0279-25-8151

〒377-0801 吾妻郡東吾妻町大字原町 5278
Tel 0279-25-8131 / Fax 0279-25-8151

特別養護老人ホーム菜の花館
〒379-1203 利根郡昭和村大字糸井1757-311
Tel 0278-30-3331 / Fax 0278-30-3332

菜の花館園原

〒378-0324 沼田市利根町園原870
Tel 0278-56-9200 / Fax 0278-56-9201

みんなんち園原

〒378-0324 沼田市利根町園原871
Tel 0278-56-9210 / Fax 0278-56-9211

菜の花館本町通り

〒378-0047 沼田市上之町1149
Tel 0278-22-5551 / Fax 0278-25-8876

〒378-0015 沼田市戸鹿野町238-1
Tel 0278-23-2526 / Fax 0278-23-2510

〒371-0033 前橋市国領町二丁目13-23
Tel 027-234-7321 / Fax 027-234-7325

城西クリニック

かがやき訪問看護ステーション渋川 ナーシングケア本町通り
〒377-0008 渋川市渋川1192-1 上毛ビル2F
なのはな訪問看護ステーション
Tel 0279-26-7268 / Fax 0279-26-7269

ホームケアまつかぜ

あがつま在宅ケアセンター

かがやき訪問看護ステーション前橋

〒378-0053 沼田市東原新町1549-1
Tel 0278-20-1185 / Fax 0278-60-1663

〒377-0801 吾妻郡東吾妻町大字原町705-1
Tel 0279-68-5488 / Fax 0279-68-5527

〒378-0047 沼田市上之町1149
Tel 0278-22-3355 / Fax 0278-22-0808

〒371-0034 前橋市昭和町3丁目6-15
Tel 027-288-0573 / Fax 027-288-0583

輝城会となごみの杜広報誌『輝城会広報誌』では、皆様からのご意見やご感想をお待ちしています。
お名前などの個人情報は、一切掲載いたしません。匿名でご投稿いただいても結構です。
また、診療に関する個人的な質問やご意見はこちらでは受け付けておりませんのでご了承ください。
・はがきなどの場合

〒378-0014 群馬県沼田市栄町８番地

・電子メールの場合 pr-section@kijokai.or.jp

輝城会グループ 広報

https://kijokai.or.jp/

