
 

 

 

         第 18 号（平成 29 年 11 月 30 日） 君津中央病院地域医療センター

 

   センター長のつぶやき      地域医療センター長 八木下敏志行

 

 9 月 10 日(日)、君津中央病院は、第 8 回君津

圏域公開フォーラムを開催しました。 

 当院では、医療関係者だけではなく、地域住民

の方々が気軽に病院に足を運んでいただき、こう

したイベントに参加していただくことにより、病

院と住民の方々との距離が短くなるよう努力した

いと考えています。 

 

   君津圏域公開フォーラム     君津地域リハビリテーション広域支援センター

 

 君津中央病院は、君津地域リハビリテーション広域支援センターとして「一般住民

に対する健康増進・介護予防等の取組支援」の実施を目的に、9 月 10 日(日)に第８

回君津圏域公開フォーラムを開催しました。 

 当日は、袖ケ浦さつき台病院の細井尚人先生による「高齢者と自動車運転」の講演、

市民・地域の健康増進活動の発表、医療介護専門職による各種プログラムを実施し、

おかげをもちまして地域から 170 名以上の方に参加いただきました。改めましてご

協力くださりました地域の関係職種の皆様に、お礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域連携室だより 

第８回君津圏域公開フォーラムにて健康相談を行
う八木下地域医療センター長 

細井先生の講演 地域活動の発表 地域活動の発表 

健康チェック＆体験コーナー 健康チェック＆体験コーナー お口の健康相談 

医師による健康相談 認定看護師による健康チェック 管理栄養士による健康チェック 



   ESIN システムのご案内     医務局 整形外科

 

 ■小児長管骨骨折治療のこれまで

 小児における骨折治療は、ギプス固定が一般的に行われています。これまで当院は、

小児長管骨骨折においては、キプス固定、経皮的ピンニングや Ender 釘を症例に応

じて行ってきました。しかし、術後もギプス固定が必要だったり、荷重制限があった

りして、本人やご家族の負担となっていることが多かったと思います。 

 

 ■ESIN システムの導入

 このたび当院では、小児長管骨骨折の最新治療器具である

ESIN（Elastic Stable Intramedually Nail）システムを導入

しました。このシステムの特徴は、最小侵襲で手術が可能で

あること、骨折部の高い安定性が得られるため術後のギプス

固定はほとんど丌要で、比較的早期（１～２週間）から荷重

開始ができることにあります。ただし、骨癒合後（術後約６

か月後）に Nail を抜去する必要があります。 

 

 ESIN システムの適応は、3 歳以

上かつ 50kg 未満の小児骨折で、前

腕骨・上腕骨・大腿骨・下腿骨の骨

幹部骨折並びに一部の骨幹端部及

び骨端部骨折となります。本邦にお

ける ESIN システムは、研修を受け

た医師しか手術を行うことができ

ないため、全ての施設で行えるわけ

ではありません。千葉県内での認定

医師は、千葉市立青葉病院の六角智

之先生、千葉大附属病院の松山善之

先生、姫野大輔先生及び君津中央病 

院の藤由宗之の４名であり、また、ESIN システムを千葉県内で導入している施設は、

君津中央病院のみです。 

 

 ■小児長管骨骨折治療の今後

 今後、ESIN システムにより小児長管骨骨折の治療方法が目覚

ましく進歩発展すると思われます。患者さま及びご家族のために、

本システムにおける治療をご案内いたしました。地域の先生方か

らのご相談及びご紹介を、お待ち申し上げます。 

（整形外科 藤由宗之）  

[症例１] 10 歳(前腕骨) 

 受傷後   →  術直後   → 術後６か月  →   抜去後 

[症例 2] 7 歳(大腿骨) 

  受傷後  →   術直後   → 術後4か月 → 術後6か月抜去後 

＜ESIN システム：DePuy Synthes 社のカタログから引用掲載＞ 



    事  業  報  告      地域医療センター 地域連携室

 

■  地域の医療従事者向け研修等

08 月 30 日(水) ダビンチ Xi サージカルシステム導入会見 [医師会会員･報道機関] 

09 月 01 日(金) 第 22 回かずさ創傷スキンケアセミナー [圏域医療･介護関係者] 

09 月 09 日(土) 第 9 回君津地域訪問看護つなぐ会 [圏域訪問看護関係者] 

09 月 10 日(日) 第 8 回君津圏域公開フォーラム [市民、圏域医療･介護関係者] 

09 月 22 日(金) 第 46 回上総がんフォーラム [医師会会員等] 

10 月 18 日(水) 第 8 回上総緩和ケア講演会 [医師会会員等] 

11 月 06 日(月) 平成 29 年度難病講演会 [圏域医療･難病関係者] 

11 月 23 日(木) 上総緩和ケア基礎研修会(A 課程) [院内外医師･看護師] 

11 月 25 日(土) 上総緩和ケア基礎研修会(B 課程) [院内外医師･看護師] 

11 月 29 日(水) 第 47 回上総がんフォーラム [医師会会員等] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■  出前講座

09 月 06 日(水) 手洗いによる感染防止(臨床検査技師) [特別養護老人ホーム鋸南苑] 

09 月 13 日(水) 認知症の理解と対応(作業療法士) [岩根公民館] 

09 月 14 日(木) 認知症の理解と対応(作業療法士) [富津市民会館] 

09 月 15 日(金) 腰痛予防体操(理学療法士) [長浦公民館] 

09 月 20 日(水) 認知症の理解と対応(作業療法士) [サロン新御堂寺] 

09 月 22 日(金) 腰痛予防体操(理学療法士) [高須集会所] 

10 月 04 日(水) 発達障がいを持った子どもを理解するための手立て①(言語聴覚士) 

         [桜井公民館] 

[8/30]ダビンチ Xi 導入会見 [9/1]かずさ創傷スキンケアセミナー [9/9]君津地域訪問看護つなぐ会 

[9/22]第 46 回上総がんフォーラム 

[10/18]上総緩和ケア講演会 [11/6]難病講演会 

[11/23]緩和ケア基礎研修会(A 課程) [11/25]緩和ケア基礎研修会(B 課程) [11/29]第 47 回上総がんフォーラム 



10 月 16 日(月) 健康に生活するための食事(管理栄養士) 

         [君津市保健福祉センターふれあい館] 

10 月 25 日(水) 健康寿命を延ばすカギ(理学療法士) [西清川公民館] 

11 月 14 日(火) 栄養のバランスの良い食事とは(管理栄養士) [君津市立松丘中学校] 

11 月 15 日(水) 発達障がいを持った子どもを理解するための手立て②(言語聴覚士) 

         [桜井公民館] 

11 月 16 日(木) 認知症の理解と対応(作業療法士) [文京公民館] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     研修等のお知らせ       地域医療センター 地域連携室

 

12 月 16 日(土) 訪問看護基礎研修会 [圏域看護師] 

12 月 22 日(金) 第 23 回かずさスキンケアセミナー [圏域医療･介護関係者] 

02 月 15 日(木) 第 48 回上総がんフォーラム [医師会会員等] 

02 月 16 日(金) 第 24 回かずさ創傷スキンケアセミナー [圏域医療･介護関係者] 

 

  （地域の医療従事者向け研修、出前講座及び地域連携室だよりに関する問合せは、地域連携室へ。） 

             発行：〒292-8535 千葉県木更津市桜井 1010 番地 

                君津中央病院企業団 国保直営総合病院 君津中央病院 

                地域医療センター地域連携室 TEL 0438-36-1071 

[9/6]特別養護老人ホーム鋸南苑 [9/13]岩根公民館 [9/14]富津市民会館 

[9/15]長浦公民館 [9/20]サロン新御堂寺 [9/22]高須集会所 

[10/4]桜井公民館 [10/16]君津市保健福祉センター [10/25]西清川公民館 

[11/14]松丘中学校 [11/15]桜井公民館 [11/16]文京公民館 


