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当院のてんかん外科�
　約30年以上前から当院ではてんかん外科を開始して
おります。毎年約50人～60人の方が手術を受け、現
在までに1400人以上の方が手術を受けています。特徴
は、すべての種類のてんかん外科手術をおこなっており、
年齢層もおとなから小さなお子さんの手術まで対応してい
ること、また、精神症状などの発作以外の問題も抱えて
いる方の手術も多く行っていることです。てんかんの包
括医療のなかに外科治療を位置づけ、実践しています。
どのような方が手術の適応となるか�
　外科治療の対象となるてんかん、およびそれらのてん
かんに対する手術方法を示します（表）。根治手術とは
発作を止めることを目的とするものです。一方、緩和手
術とは、発作を止めるのではなく、発作を減らしたり程
度を弱めることを目的とするものであり、脳梁離断術や、

迷走神経刺激療法があたります。てんかん外科手術の
適応を検討する場合には、まず根治手術の適応がない
かどうかを入念に調べ、根治手術の適応がない場合に、
緩和手術の適応が浮かび上がってくることになります。

当 院 の て ん か ん 外 科 治 療

表：外科治療が可能なてんかんと手術方法

当院のてんかん外科治療  １

重心病棟全体行事　ウッドデッキコンサート  ３

運転免許と認知症 〜改正道路交通法に関連して〜  ３

新人自己紹介  ４

『夏バテ予防の食事』  ６

外来再診の診療体制／医療連携室  ７

はじめて当院を受診される方へ／当院へのアクセス／本  ８
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外科治療を受けるには�
　当院での外科治療の流れを図1に示します。手術に
よって発作がよくなる可能性があるのかどうか、ステップ1
という入院（通常約3-4週間）で、よく調べます。発作を
根治できる可能性がないか、ふだんの発作を記録する長
時間脳波はもちろんのこと、病巣を検出するMRI、脳の
機能をみるPET、発作時の脳血流を調べる発作時スペ
クトという検査などをおこなって、徹底的に調べています。
てんかん発作の原因となっている病巣を見つけることはな
かなか簡単なことではありません。図2に、ある患者さん
の手術前のMRIを示します。大変わかりにくく見過ごされ
そうですが、当院でのMRIで、てんかん発作の原因病巣
が見つかり（矢印の部位）、もともと月単位で起こってい
た発作は、この部位を取り除くことによって消失しました。
この方のように、当院ではじめて脳の局所の異常が見つ
かり、手術でよくなった方が大勢います。
　ステップ2とは頭蓋内脳波検査であり、脳の表面や内
部に電極を入れて脳波を調べる検査のことです。ステッ
プ1だけでは最適な手術部位、範囲が決められない場合
などにおこなわれ、これまでに500人近くの方が当院で
この検査を受けています。
　2種類以上のお薬を試しても発作がよくならない場合
には早めに手術の可能性を検討しましょう。根治術でよ
くなることがわかるかもしれません。根治術の適応となら
ない場合には、病状に応じて脳梁離断術や迷走神経刺
激療法も考慮します。当院では大抵のてんかん外科手

術が安全に施行可能です。手術の適応とならないことが
わかった場合でも、検査入院によって、診断の見直しや、
薬の調整による発作の改善につながることがしばしばあり
ます。
手術でどれくらいよくなるのか�
　海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかんでは、手術を受
けた方の約8割で、生活に支障をきたすような発作は起
こらなくなります。脳のMRIで病変がみられる方の手術で
も、6割から8割の方で発作が消失します。小さなお子
さんの場合、手術によって発作が消失、あるいは改善
することによって、結果的に発達や行動の改善がみられ
ることが少なくありません。
　てんかんの手術は脳の手術ですので、後遺症が心配
という方も多いと思います。手術による後遺症の可能性
はゼロではありませんが、実際にはその可能性はきわめ
て低いものになってきています。発作を止めることがおお
きな目的ですが、機能障害の可能性は最低限にするよ
う、患者さんの病状に応じた最適な手術を行うようこころ
がけています。
包括医療�
　てんかん外科治療の究極の目的は、発作からの解
放とそれによる生活の質（QOL）の向上です。その
ためには、ふだんの生活背景なども含めた術前・術
後のきちんとした評価と支援が大切です。当院での
外科治療の特徴でもありますが、主治医のみでなく、
看護師、精神科医、臨床心理士、ソーシャルワーカー、

図１：てんかん外科治療の流れ 図２：病巣が見つかり手術でよ
くなった患者さんのMRI

リハビリテーションなどの
多職種で患者さんを支援し
てゆくようにしています。
手術を治療のゴールではな
く、患者さんの人生の新た
なスタートと位置付け、術後
もながい視野でフォローいたし
ます。当院は、このような包
括的なてんかん外科治療の
モデルとなるよう努めています。

（脳神経外科　臼井 直敬）

経験の少ない方、育児等でブランクのある方でも心配はご無用です。「じっくり患者様と

関わりたい」「ゆとりのある看護をしたい」とお考えの方、ぜひ当院で働いてみませんか？

相談、見学等随時お受けしております。お気軽に看護部長室までご連絡ください。

TEL ● 054-245-5446　　　　E-mail ● kango-bu@shizuokamind.org

①常勤職員：病棟勤務　夜勤有り　　　②非常勤職員（外来、通所事業、病棟）

看護師さんを募集しています!
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　昨今、認知症高齢者の自動車運転による死傷事
故がマスメディアに取り上げられており、社会的な関
心も高まっています。その一方で自動車運転は、公
共交通が整備された都会ではともかく、地方都市や過
疎地域では、日常生活に支障をきたし死活問題にな
る方もおり、問題は複雑です。
　さて、平成29年3月12日より道路交通法が改正さ
れ、75歳以上の方の運転免許の仕組みが大きく変わ
りました。改正点として運転免許の更新時や一定の
違反行為（信号無視、指定場所一時不停止等の18
項目）があった時に、認知機能検査（認知症を診断す
る検査ではありません）を受ける必要があり、認知機能
の低下により一定の基準に該当した方には、臨時高
齢者講習（個別指導と実車）と診断書の提出または、
臨時適性検査を受けなければなりません。
　警察では運転に心配のある高齢者ドライバーの方
に自主返納を勧めており、自主返納した場合に様々な
優遇（公共交通機関の割引、飲食店等の割引等）が
受けられます。ただし、自治体によって内容が異なります。

方々でした。クラリネットとピアノの演奏に合わせて、ソプラ
ノ歌手の素敵な歌声がウッドデッキに響き渡りました。

　今年も重症心身障害児・者病棟では、「ウッドデッ
キコンサート」を開催しました。当日は天候にも恵

まれ、澄み渡った青空のした、素敵な
演奏をきくことができました。患者様

はもちろん、多くの患者様ご家族にもご
参加いただき、会はとても盛大なものとなりました。
　今回ボランティアで来て下さった方は「メセナ静岡」の

　「糸」や「ジブリメドレー」など、知っている曲が流れると身を乗り出して
歌声や演奏を聴いている方や、手を叩いて喜ぶ方、一緒に楽器を鳴らす

方など患者様やご家族の楽しそうな姿をみることができました。日常
生活とは少し違った場所での活動や雰囲気を味わうことで、患者様がなに

かを感じてくれたらいいなと常に思っています。
　また、今年度は7月に「七夕コンサート」も開催されます。
　コンサートだけでなく、保育士としてできることを常に患者様に提供できたら
と思っています。 （療育指導室　相川 萌子）

＜認知症と改正道路交通法＞ 運転免許と認知症
〜改正道路交通法に関連して〜

＜静岡市認知症疾患医療センター専門職研修会＞

　平成29年７月9日（日）にツインメッセにて「平成29年度静
岡市認知症疾患医療センター専門職研修会」が行われまし
た。「運転免許と認知症」をテーマに医師、看護師、ケアマネー
ジャー、警察官等の専門職130名の参加者がありました。
　講義内容として、静岡県警本部運転免許課澤入健吾課
長補佐から、講義①「静岡県警より改正道路交通法の概要
説明」では、ドライブレコーダーの動画を使ったわかりやすい
講義で認知機能検査の実際を知ることができた内容でした。
　講義②静岡てんかん・神経医療センター診療部長、
静岡市認知症疾患医療センター長小尾智一より「認
知症のある人の運転」では、認知症によっていかに運
転技能影響を及ぼすのか説明がありました。
　シンポジウムには「改正道路交通法が施行されてから
のセンターの取り組み」として、当院井上院長が座長で、

　また改正道路交通法や運
転経歴証明書の発行につい
ては、最寄りの警察署または、
運転免許センター等にお問
い合わせください。

県警澤入先生と市内3か所ある
認知症疾患医療センター長が
登壇し、改正後の各センターの
現状について活発な意見交換
が行われました。

医療福祉相談室　静岡市認知症疾患医療センター
専門医療相談担当　堀 友輔
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新採用者自己紹介
小児科医師� 長瀬�朋子
抱　負■４月に小児科に赴任しました長瀬朋子と申します。大学

院修了後数年間基礎研究に専念し、その後岐阜県内で一
般小児科医として臨床に従事しておりました。日常診療
の中でてんかんの患者さんが少なくなく、診断・治療に難
渋し自らの力不足を実感していたところ、こちらで研修
する機会をいただけました。毎日を大切にがんばってい
きたいと思いますので、どうぞ宜しくお願いいたします。

神経内科レジデント� 茶谷�裕
抱　負■ 4 月に着任いたしました茶谷と申します。それまでは福岡

県でてんかんの診療や研究を行っておりましたが、地元で
ある広島でてんかん診療を主体とした開業を目指すことを決
意し、更なる修練のため本施設に来させていただきました。
指導してくださる先生や同僚は、皆優秀で素晴らしい方ば
かりであり充実した日 を々過ごせております。短い間ではあり
ますがどうぞよろしくお願い申し上げます。

神経内科医師� 岩﨑�舞雪
抱　負■昨年度まで東京医療センターで神経内科医として勤務

しておりました。神経内科の領域でも、てんかんの患
者様の診療についてさらに深く学びたいと考え、当院
での研修を希望いたしました。全国から患者様が受診
される当院での研修の機会を与えていただいたことに
大変感謝しております。皆さんの笑顔のために少しで
も何かできれば幸いです。いつでも気軽に話しかけて
ください、どうぞよろしくお願いいたします。

小児科医師� 森岡�景子
抱　負■この場で働けることに感謝し、少しでも力をつけて、

患者様に笑顔になってもらえるような医療を提供でき
るよう、日々精進したいと思います。

小児科医師� 北原�光
抱　負■ 4 月から小児科で勤務しています北原光です。昨年まで大

阪の高槻病院というところで小児科や新生児科の診療をし
ていました。てんかんや発達障害の診療に興味があり、こ
ちらで研修することになりました。よろしくお願いいたします。

精神科医師� 西村�亮一
抱　負■ 4 月に赴任しました西村亮一と申します。今までは都内の

病院で精神科臨床の経験を重ねてまいりましたが、てんか
んについて深く勉強したいと思い、研修のため静岡てんか
ん神経医療センターにやってまいりました。一生懸命頑張っ
ていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。

小児科医師� 美根�潤
抱　負■４月より赴任しました美根潤と申します。平成 19 年

度並びに平成 20 年度には静岡てんかん・神経医療セ
ンターでレジデントとして研修をさせていただきまし
た。その後 8 年間は島根県で地域のてんかん診療を
行って参りました。この度たくさんの恵まれたご縁が
あり、再び静岡の地で勤務をさせていただくことをとても嬉
しく思っています。どうぞよろしくお願い申し上げます。

精神科医師� 出渕�弦一
抱　負■ 4 月に赴任しました出渕弦一と申します。東京大学

病院、都立多摩総合医療センターで精神科臨床をして
参りました。脳波判読とてんかんについて痛い目をみ
た経験があったため体系的に修練するべくやって参り
ました。初期研修1年目は焼津で過ごしたこともあり、
静岡は懐かしい土地です。よろしくお願い致します。

神経内科医師� 荒木�保清
抱　負■４月に赴任しました荒木保清と申します。2012 年か

ら 2015 年まで静岡てんかん神経医療センターに在任
しており、改めて本年度からお世話になることになり
ました。前回の在任時以上に頑張らなくてはいけない
と考えております。何卒よろしくお願い申し上げます。

言語聴覚士� 倉田�彩加
抱　負■未熟で至らぬ点ばかりですが、患者様のお役に立てる

よう日々学んでいきたいと思います。よろしくお願い
します。

理学療法士� 鬼頭�奈菜絵
抱　負■知識や技術、対人面など未熟で至らない点が多いです

が、日々努力し、他職種との連携も大事にして頑張り
たいです。よろしくお願いします。

A2病棟看護師� 清川�真子
抱　負■至らない所ばかりですが、笑顔で毎日頑張りたいと思

います。よろしくお願いします。

A2病棟看護師� 藤田�朋美
抱　負■福岡の九州がんセンターから転勤してきました。趣味

は旅行・キャンプなどアウトドアです。急性期の病院
が多かったので、神経難病という専門の病棟で多くの
事を学びたいです。よろしくお願いします。

A2病棟看護師� 澤崎�あずさ
抱　負■患者様、御家族の声に耳を傾け、思いに寄り添った看

護が出来るよう努力したいと思います。よろしくお願
いします。

A2病棟看護師� 渡邉�明日花
抱　負■患者様の気持ちに少しでも寄り添った看護ができるよ

う日々勉強し、持ち前の明るさを活かして頑張ります。

臨床検査技師� 石坂�みゆき
抱　負■少しでも多くの知識や技術を身につけ、早く一人前に

なれるように頑張ります。

臨床検査技師� 若松�翼
抱　負■岐阜県から初めての一人暮らしで静岡に来ました。慣

れないことが多々ありますが、早く一人前の臨床検査
技師に成長できるよう努力していきます。よろしくお
願いします。
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C2病棟看護師� 湊川�みのり
抱　負■今までの病棟とは違い、患者様が生活をしている場で

戸惑うことも多くありました。QOL 向上を目指した
関わりの中で、一人一人が愛情を持って接しており、
私も１日も早くそのような関わりが出来るように頑張
ります。

B2病棟療養介助専門員� 豊野�良樹
抱　負■元々、高齢者の介護を行う病院に勤めていました。今

年の４月からこの病院で働くことになりました。まだ
まだ慣れないですが、よろしくお願いします。

C2病棟看護師� 伊藤�玲香
抱　負■色々な人と関わることが好きなため、一人一人の患者

様と時間をかけて関わる事で、患者様の色々な面を知
り、表情や小さな反応の変化にも気付けるように頑張
りたいです。よろしくお願いします。

C2病棟看護師� 平野�正浩
抱　負■患者様の安全、安楽のため知識・技術を一つずつ確

実に身に付けていきたいと思います。また、患者様
のいつもと違う様子に気付けるよう努力していきま
す。

B1病棟療養介助専門員� 小林�名緒子
抱　負■日々の患者様との関わりで笑顔が見られることが私の

活力です。その笑顔に寄り添いながら、チームの一員
として頑張ります。

B1病棟看護師� 高橋�那奈
抱　負■４月からまた重症心身障がいの患者様に関わることが

出来て、とても嬉しいです。入院生活が少しでも快適
に過ごせるように努めていきます。

A6病棟看護師� 木川�真介
抱　負■今まで精神科、総合病院で勤務していました。先輩方

に教わりながら、てんかんの知識を身に付けたいと思
います。よろしくお願いします。

B1病棟看護師� 渥美�真理
抱　負■初めての分野なので分らないことが多いですが、患者

様に関わり勉強していきたいと思います。覚える事が
苦手で不器用なところもあり、ご迷惑をお掛けすると
思いますが少しづつ覚えていき、患者様に良い看護が
提供できるようにしていきたいと思います。これから
宜しくお願いします。

A6病棟看護師� 佐々木�倫子
抱　負■４月から就職し病棟の雰囲気や患者様の特徴について

少しづつ分かるようになりました。まだ分からないこ
とはありますが、患者様に寄り添った看護ができるよ
うに頑張ります。

B1病棟看護師� 石田�耕平
抱　負■まだまだ分からない事ばかりで迷惑をかけてばかりで

すが、一つ一つ確実にできるようになっていきたいと
思っています。

B2病棟看護師� 川口�洋樹
抱　負■患者様一人ひとりの個性を大事に、日々の生活が安楽

に送れるよう援助していきたいです。出身地は三島市
です。よろしくお願いします。

B2病棟看護師� 落合�莉那
抱　負■静岡県出身で、育ちも静岡です。新人で分からないこ

とばかりですが、一つずつ丁寧に仕事をしていきたい
です。また、患者様と沢山コミュニケーションをと
り、患者様のことを理解できるよう頑張りたいと思い
ます。

C1病棟看護師� 春日井�佑紀
抱　負■技術や知識、患者様との関わりなど未熟な所ばかりで

すが、勉強し優しい先輩を見習い、患者様が楽しく安
心・安全に過ごせるよう頑張ります。

A3病棟看護師� 山田�尚史
抱　負■患者様や家族と関わる看護を行いたくて、この病院に

来ました。今まで働いていた病院との違いが多く戸惑
う日々が続いていますが、早くここに慣れて多くの方
を支えられる看護師になりたいと思っています。

A4病棟看護師� 石原�美幸
抱　負■小児科病棟へと配属され、日々子供達の笑顔を見て癒

される日々です。一日でも早く仕事を覚えられるよう
頑張りたいと思います。

A4病棟看護師� 青山�茜
抱　負■私は結婚を機に一度退職しました。しかし、夫の仕事

の転勤で藤枝に住むことになったので、またこの病院
で勤めさせて頂きました。以前いた病棟とは勤務内容
も違うことから早く仕事を覚え、先輩方に追いつける
ように頑張ります。

A4病棟看護師� 磯野�惠美
抱　負■患児・家族の思いに寄り添える看護師を目指し、日々

の関わりを大切に頑張っていきたいと思います。至ら
ない点が多くあると思いますが、ご指導よろしくお願
いします。

A5病棟看護師� 梶山�理映
抱　負■４年程、沖縄で生活し、この度再び静岡に戻ってきま

した。てんかん病棟は初めてですが、皆さんに教えて
いただきながら頑張っていきたいと思います。
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『 夏 バ テ 予 防 の 食 事 』 栄養管理室　小島 章孝

　夏は暑さで体がだるく感
じたり、疲れがたまりやす
くなります。それにともな
い、食欲の低下や睡眠不足
などが続くと、いわゆる「夏
バテ」の状態になってしま
います。では、夏バテを予
防するためには、どのよう
な食事を心がければ良いの
でしょうか？今回は、夏バ
テ予防の効果が期待できる
食品を使った料理をご紹介
します。

焼きなすとトマトのサラダ小田巻き蒸し鶏ささみの梅肉ソース

焼きなす（冷凍）  １本
トマト  １/４個
玉ねぎ  少々
好みのドレッシング  大さじ１
青しそ  適 宜

 材料 （１人分）
ゆでうどん  50ｇ
＜卵液＞
卵  １/２個
だし  １/２カップ
うす口しょうゆ  小さじ１/２
みりん  小さじ１/２
鶏ささみ  10ｇ

（下味：しょうゆ・酒  各小さじ１/３）
えびむき身（ボイル）  ２尾
三つ葉  適 宜

 材料 （１人分）
鶏ささみ  60ｇ
かたくり粉  小さじ２
＜梅肉ソース＞
梅肉  大さじ１弱
みそ  みそ小さじ２/３
さとう  小さじ１/２
だし  小さじ２
青しそ  適 宜

 材料 （１人分）

１焼きなすは自然解凍して、ヘ
タを落として角切りにする。

２トマトは一口大、玉ねぎはみ
じん切りにする。

３なす、トマト、玉ねぎを好み
のドレッシングで和え、刻ん
だ青しそを散らす。

作り方

１鍋にだし、うす口しょうゆ、みりんを入れひ
と煮立ちさせ、ボールに移して冷ます。

２卵をといて１に混ぜ、こし器に通しておく。（卵液）
３ささみは薄くそぎ切りにし、下味の調味

料をからめる。
４耐熱の器にうどん、ささみ、えびを入れ、

静かに卵液を注ぐ。
５蒸し器に入れて弱火で10分蒸す。表面に

三つ葉を散らす。

作り方
１ささみを薄くそぎ切りにする。
２鍋に湯を沸かし、ささみ１切

れずつにかたくり粉をまぶし
て茹でる。表面が透き通った
らすぐに氷水にとり冷まし、
水気を切って器に盛りつける。

３梅肉ソースの材料を混ぜ合わ
せ、ささみにかけ、刻んだ青
しそを添える。

作り方

　口当たりが良いからといって、冷たい料理や冷たい飲物ばかりを摂っていると、だんだん胃腸のはたらきが
弱ってきて、食欲の低下につながります。胃腸の負担が少ない温かい料理も食べるようにしましょう。

　夏は、冷たい麺類などの炭水化物に偏った食事になりやすく、たんぱく質
やビタミン・ミネラルが不足しがちです。いわゆるバランスの良い食事を心
がけるようにしましょう。まずたんぱく質を十分にとるため、肉・魚・大豆
製品などを毎食１品は食べるようにしましょう。またビタミンやミネラルを
多く含む野菜や果物も忘れずに食べるようにしましょう。

● ビタミンB1を含む食品   ･･･不足すると疲れやすくなる
　　　　　　　　　　　　　　 　　豚肉、うなぎ、たらこ、大豆など
● ナイアシンを含む食品   ･･･糖質や脂質をエネルギーに変えるはたらき
　　　　　　　　　　　　　　　　たらこ、マグロ、サバ、鶏ささみなど
● ビタミンＣを含む食品   ･･･ストレスを抑えたり、免疫力を高めるはたらき
　　　　　　　　　　　　　　　　パプリカ、レモン、キウイ、ブロッコリーなど
● 香辛料や香味野菜   ･･･食欲を増進するはたらき
　　　　　　　　　　　　　　　　わさび、こしょう、にんにく、梅干し、シソなど

★ポイント★
なすは油と相性が良いので、油の
入ったドレッシングがよく合いま
す。

★ポイント★
温かいまま食べても、少し冷やして食べて
もどちらでも可です。
写真のように具は好みに応じて変えても良
いです。（例：うなぎ、かまぼこ、椎茸など）

★ポイント★
ささみはかたくり粉をまぶす事で
やわらかくなります。豚ももの薄
切り肉などに変えても良いです。
ポン酢、ゴマみそなどソースを変
えたり、薬味を変えるとバリエー
ションが増えます。



月 火 水 木 金

第１０診察室

午前

小尾 小尾 小尾
寺田達
午後

小尾

第１１診察室 杉浦 杉浦 寺田達 馬場國
尾内（第４）

　月　 　火　 　水　 　木　 　金　

第１診察室 山　崎 中　岡 山　崎 臼　井直

第２診察室 久保田英 久保田英

第３診察室 今　井 井　上 近　藤

第４診察室 鳥　取 日　吉 日　吉

第５診察室 池　田仁 池　田浩 池　田浩 寺　田清 寺　田清

第６診察室 芳　村 芳　村 松　平

第７診察室 荒　木 山　口

第８診察室 西　田 高　橋

第９診察室 重　松 大　谷 大　谷

転倒予防外来 随時 小尾
認知症疾患医療センター 月・水 寺田達・小尾

遺伝相談 随時 高橋、小尾
禁煙外来 随時 池田仁
ねむけ外来 月 寺田清

包括的てんかん外科初診外来 火 臼井

7静岡てんかん・神経医療センター■http://www.shizuokamind.org

　ＡＫＡＲＩ　あかり

再来診療は予約制です。予約が出来ない場合は午前中にお越しください。

外 来 再 診 の 診 療 体 制

神 経 内 科

て ん か ん 科 午前の診療時間は８：３０〜１２：００　午後の診療時間は１３：００〜１６：３０

特 殊 外 来

医療連携室のご案内

医療機関間のコミュニケーションを円滑に

行なうために、医療連携室（予約センター）を

設置しています。ご利用ください。（平日）

ＴＥＬ■０５４-２４６-４５８０（初診）

０５４-２４６-１０６５（再診）

ＦＡＸ■０５４-２４６-４６０７

予約センターの受付時間
●９：００〜１２：３０　●１３：３０〜１７：００

Ｅ-ｍａｉｌ■renkei@shizuokamind.org

当院では、脳波、筋電図、誘発電位、脳磁図、

終夜ポリグラフ、ＣＴ、ＭＲＩ、ＳＰＥＣＴなどの

検査が可能です。共同利用も可能です。

上記、医療連携室にお問い合わせください。

広 報 誌 編 集 委 員 会

編 集 人■

寺田	 清人	 佐藤	美喜子	 坪井	 千浩	

矢嶋	 隆宏	 佐倉	 裕二	 松田雄一朗		

堀　	 友輔	 高橋	 輝	 鈴木	 健之	

大山	 敏生

発 　 行■平成２９年７月３１日

国立病院機構

静岡てんかん・神経医療センター

〒４２０-８６８８　静岡市葵区漆山８８６

Ｔ Ｅ Ｌ■０５４-２４５-５４４６

Ｆ Ａ Ｘ■０５４-２４７-９７８１

Ｕ Ｒ Ｌ■http://www.shizuokamind.org

Ｅ-ｍａｉｌ■shizuoka@shizuokamind.org
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はじめて当院を受診される方へ

てんかん情報センターのご案内
てんかんに関するさまざまな情報を集積した
センターが外来棟１階にあります。
どうぞご利用ください。次の活動を行っています。

❶　てんかんに関する書籍・雑誌・ビデオなどの閲覧・貸し出し（自己学習）
❷　ホームページによる情報提供　http://epilepsy-info.jp/
❸　てんかん協会との連携　　❹　医療などの相談（予定）

静岡てんかん・神経医療センター■http://www.shizuokamind.org

当院へのアクセス ａｃｃｅｓｓａｃｃｅｓｓ

バスを
ご利用の場合

●ＪＲ静岡駅前、北口バスターミナル５番線より静岡

鉄道バスにて、こども病院線「６７こども病院・

神経医療センター」行に乗車、終点の“静岡神経医療

センター”で下車。全所要時間は約３０分。

片道料金は大人３６０円、小児１８０円。

タクシーを
ご利用の場合

●ＪＲ静岡駅前（北口）より乗車。

所要時間は約２０分。料金は２,５００円程度。

お
車
の
場
合

東京
方面から

●東名高速清水インターより、静清バイパスを静岡

方面に向かい、千代田・上土出口から流通センター

通りを北へ約３分。所要約２０分。

●御殿場ＪＣＴで新東名高速道路へ乗換。新静岡ＩＣよ

り、案内板に従い直進。所要時間約７分。

名古屋
方面から

●東名高速静岡インターより、国道１号線を清水方面

に向かい、長沼交差点を左折、流通センター通りを

北へ約１０分。所要約３０分。

●新東名高速道路・新静岡ＩＣより、案内板に従い直

進。所要時間約７分。

１�受診のための手続きは…
　予約制は、ご本人・ご家族から当院医療連携室
（054-246-4580）へ、あるいは主治医の先生から当院
医療連携室へ申し込んでください。その際、ご本人の氏名
・性別・生年月日・住所・電話・保護者氏名をお尋ね
いたします。電話をいただきますと、その場で受診日を
決め、折り返し当院からくわしい書類をお送りいたします。

２�セカンドオピニオンについて
　セカンドオピニオンもお引き受けいたします。

３�紹介状について
　現在すでに病院へかかっておられる方は、主治
医の紹介状があることが望ましいですが、なくても
結構です。紹介状がない場合は別途費用（2,700円）
がかかりますので、ご了解ください。病院からの資
料もあれば望ましいですが、なくても結構です。

４�緊急を要する時は…
　受診日は病状に応じてできるだけ対応いたします
ので、緊急を要する時はその旨をご連絡ください。

◆診察は予約制になっています◆

本

●抗てんかん薬ポケットブック（改訂第６版）
【日本てんかん協会、２０１６年】

禁忌、 重大な副作用、 重大な副作用疾患別症状、 体内動態と主
な副作用、 相互作用、 抗てんかん薬プロフィール、 新規抗てんかん
薬の開発状況、Ｑ＆Ａ、 識別コード（錠剤のみ）を掲載。

●てんかん症候群（第5版）
～乳幼児・小児・青年期のてんかん学～

【中山出版、２０１４年】
てんかん学の「ブルーガイド」として世界的に普及している“Epileptic 
Syndromes(原書第5版)”の日本語翻訳版です。 ４版よりも10%以
上ボリュームが増え、より詳しい内容になり、 他では決して得られな
い極めて貴重なてんかん発作の動画付き。 静岡てんかん・神経医療
センターのスタッフが総力をあげて翻訳しています。

●稀少難治てんかん診療マニュアル
～疾患の特徴と診断のポイント～

【診断と治療社、２０１４年】
稀少難治てんかんの特徴と診断のポイントから、 検査、 治療、 予後
まですぐに概要をつかめるよう約３～４ページにポイントを絞った。
発作時の脳波図、 発作の鑑別フローチャート、 鑑別疾患を比較した
表をレイアウトし、 視覚的に分かりやすく稀少難治てんかんを解説し
た。 診断、 治療のマニュアルの項目の冒頭には短く「ポイント」をまと
めた。 稀少難治てんかんにかかわる小児科医、 神経内科医、 脳神
経外科医などに役立つ書。

●てんかん専門医ガイドブック
～てんかんにかかわる医師のための基本知識～

【診断と治療社、２０１４年】
てんかん専門医試験を受験する医師のみならず、てんかんにかかわ
るすべての医師必携のガイドブック。 概念や分類、 病因、 診断、
検査、 治療などの総論から、 新生児から高齢者まで各年代別の重
要なてんかんや遺伝子研究結果に基づく特殊てんかんの最新知識、
外科治療などを解説した各論に続き、 妊娠、 運転、 生活支援につ
いても具体的に紹介。 臨床てんかん学の内容をコンパクトにまとめた
実践的な一冊。

新静岡I.C 新東名高速道路 御殿場JCT→

←三ヶ日JCT
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