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「新雪の富士」
当院より望砥富士の山も、気が つけばすっかり雪化粧ibii極されている。新雪の富士が、合年もまだ、 甲府の街に冬の訪れを告げる。
(管理課庶務係山田 皀慢HiV
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；１塁本会勢

欝行鷲人圏慧艤轤の

璽急………………

；患者さまの目線に立ち、優しさと思いやりをもって病める人々が心を癒し‘ 病を回復し健康を維持されるよう努めます；

■

：１政策医療と地域医療！

：成育重症心身障害を中心に当院で提供する全ての医療を政策医療として位置づけ、国民の健康と安全に寄与すると同ｉｉ
ｉ時に、地域医療として山梨県民の皆様に還元し、県民に選ばれ、お役に立てるように日々努力します
凶凹

３１患者様の権利

曲Ｆ』Ｆ二朋訶

知る権利、選ぶ権利を守ります．！
；患者さまの平等で適切な医療を受ける権利、知る権利、選ぶ権利を守ります

Ｈ１研究と教育

Ⅱ■筥可

ｉ全ての医療職種に貢献できる質の高い臨床研究と教育研修の推進に努めます
Ｈ１安定した経営

ｉたゆまぬ意識改革を行い、独立行政法人として安定した経営を目指します
ザ
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現
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認知症の検査について
～第２報認知症の原因について～
放射線科石川力也

前'171は認知ｿii室の診断に有効な検査力法として脳血流SPECTおよびe-ZISについてまとめましたが、
今１１』1は認知症の↑三なllj(因となる３つの病型と特徴についてご説Ｉﾘ]いたします。
①アルツハイマー型痴呆：Alzheimer'sdisease(AD）

症状は、徐々に進行する認知障害（,了し'億障害、見当識障ｆｉｆ、学習の障害、注意の障害、空間認知機
能、問題解決能ﾉﾉの障害など）で、徐々に社会的に適応できなくなります。重)墜になると摂食や満

替え、意思疎通などもできなくなります。lliMlm流検査では後部辮状回のllIl流が特に低下します。
②びまん性レビー小体病：DiffuseLewyboclydisease(DLB）

脳の特定の神経細胞の中に、特異な変化（レビー小休）が現れる病気です。幻覚（特に幻視）や妄
想などの症状からはじまり、物忘れなどの痴呆症状が現れ、さらにパーキンソン病に似た運動障害
が出てきます。，}:/聯者は数年すると１１基たきりになることも多いです。脳血流の変化としては、後頭

一

柴の血流低|<を示します。

￣＝、‐〆■、－－~、－戸ヘーン■、－／■～

③前頭側頭型痴呆：frontotemporaldementia(FTD）

認知障害はあまり｜|立たず、性格の変化、行動機能の低下と言語障害が主な症状です。アルツハイ
マー病に比べ苑ｿi＝が若い傾向があります。脳血流検査ではIMI頭葉や側頭葉の血流鐵低「がみられます。
これら３つの疾忠による脳血流の釧低Ｆした様子をまとめたものが図１になります。
，ＩＩｆ

単に認知症といっても
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切な対応をする為に、ま
ずは原因の特定を行うこ
とが重要となります。ま

八‐…，侭・》

がって症状に合わせた適

っても、また介助を行う

ご家族にとっても非常に
１Ｋ婆です。
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図１原因疾患ごとの皿流低下パターン
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三羽医院
院長三羽啓史

当院は３つの原則にたってやって
きました。

第１はアットホームな医療です。
これは医院の雰囲気だけでなく、
生活の場での医療をさします。かか

り易い医療を目指し、その一環とし

て，’二|曜上1の診療や，在宅医療に力
を入れてきました。
第２は患者さんとともに考える医

療です。

三羽医院スタッフ（上段石が三羽院長）

当院は６人と少人数ですが，保健

師1人と看護師3人がいます。患者さんとの話し合いを重視し、生活習慣病の療養相談や食事指導に力をい
れてきました。

第３は高い医療の質を確保することです。

たとえ地域の小診療所でも、患者さんにとって必要な検査や治療は｜分提"供することが求められます。
当院はそれを自医院内で保証するのでなく、他の医耀機関との協力関係の'|'で行います。我々は患者さん
の側からコーディネーターとしての役割を担います。

以上の当院の医療活動にとって、他の医療機関や専門医との密接な関係はとりわけ大切なものと考えて
きました。

国立甲府病院には大変お世話になって来ました。

特に特養の担当医をしていたときは、１ﾆﾄ1府病院なしには入所者の健康管理は不可能でした。
外科･的手術から急性疾患の対応、胃嬢のトラブル、尿閉の処濡等いろいろ助けて頂き感謝しています。
その医療の質の高さも認識してきました。

今後も協力医療機関として、専門的医療や入院対応等いろいろお世話になると思いますが、よろしくお
願いいたします。
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◆診療科目

循環器科。内科。小児科
◆診療時間

８：３０～１２：００（木曜曰を除く）
１５：００～１８：００火曜。余曜目
※土曜。曰曜曰診療行なっています。
翁休診曰

木曜曰。祝曰

住所：〒400-0074甲府市干塚1丁目5-24
ＴＥＬ：０５５－２５２－７５７１ＦＡＸ：055-254-5533

三羽|霞院タ
羽医院外観

※インターネットの「トタウンページ」でも三羽医
院の'|胄報をご覧いただけます。
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看護の質の向上を目指して
看護部看護師長

藤巻好廣（看護研究会会長）
』１１病院は、地域医療と政策医療を中心に、通

今は、看護の質が問われる時代でもあり、医

院治療を行う外来、手術室、病棟は各専門領域

療はさらに高度化し、ケアやニーズも複雑化し

に別れ、分娩・新]三児・未熟児を専門とする高

ています。肴護は商度化した医療を支える優れ

度間産期医療センター、Ｆ術をｌ１的とする外科

たケアを提供する必要があります。看護研究に

的治療やlﾉﾘ科的治臓をX171''１に行う）i)i棟、重度の

より看護の質の|(i]上に役i1fつエビデンスを追求

障害を持った恕背の告さまの治療と療育を専門

していくとともにⅢ｢究における倫理も高めて

とした砿症心身'１鞠ﾁﾘiXiｲﾙ〔から成り立っています。

いく必要があると考えます。

看護実践においては、必饗な知識・技術、態

今後も私たちはそれぞれの1,1｣【'''１分野において、

度はもちろん、行謹(ﾘﾄ究を通し看護の専ｉ１１ｊ性を

Ｆ１々の看護実践能力を,#{iめ、行護の質のlfi1上を

深め、看護実''1階能ﾉﾉのlnllZをll指しています。

図ることに努力していきます。そして患者個々

看護研究会は、’'１府病院の看護の発展に努め、

に適切な看護を展|)Hすることで、患者の皆さま

併せて看護の資質の|ｲﾘ｣二を目的とし活動してい

の安全･安楽を確保し、より質の高い看護サービ

ます。私たちは臨床現場に即した看護研究を熱

スの提供ができるよう努めていきます。

心に取り組み、↑捌呂院|ﾉﾘにおい

会を実施しています。院外ではＴ

立病院総合医学会に２題発表しま

年度は名,'｢崖ｌｌｊで|)Ⅱ催された国立
会に７題、il1li松iljで|)11催された１１
学会に１１廻、（'11台I|｢で開催された
科学会にｌ趣と、全てのセクショ
で行われる学会に、（|j[|ＩｌＩ分野の肴
し ています。

,蕊１
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日本新生児看護学会での発表風景
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：出産予定曰間近で自宅で過ごすには不安のある万､病院までの；
苗

：移動'二時間がかかるなど不安のある万|乙保|建指導を受けていた；

鰯『丑貼餌。．▽し〃励起群恕蹄玉淫郡匹

：だきながら安心。安全|こ出産に備えていただけます。

：…｡…………………………………w………………；
費用は１日１０，０００円

（提供する部屋によっては１２，０００円）

☆産褥八M莞|式、

食事、保健指導込みです。

:………………風……圏………m……図………｡……風……………………M………聰………勤墨

；産褥期で育児|こ不安のある万、家族の支援が得ら7,ない万など；
息

：|こ乳房ｹｱ､保健指導を受けていただきながら安′､してゆった；
騨脚闘罰虫乙皿巧撞灰，卸、
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：（J産褥期を過ごしていただきます。；ｉ１ｌ
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費用は１日１５，０００円
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食事、保健指導込みです。

ｊこれらの入院は、ご本人の希望によ
こｵ'らの入院は、ご本人の希望によ；

iｉ

り特別室を提供するものであり、原Ｉ１

則、予約制となっています。希望さ
則、予約制となっています。希望さポ

打る"は外来ｽﾀｯﾌまでご連絡く；

れる〃は外来スタッフまでご瀧絡く

Ｃ●

ださい。
ださい。

(分娩入院中の方は病棟スタッフまで）１１ｉ

Ｌ」

………

ご提供する部膝は3階病棟です｡分娩！

芒哺

ｊご提供する部膝は3階病棟です。分ｸﾘＩ

の際に入院する病棟とは異なります。
D際に入院する)噸とは異なります。；

,}来柵師長(右心連絡先]までお；

ｊお11{し込みは
お11Ｌ込みは

外来行護師長（右の連絡先）までお
願いいたします。
領いいたします。
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『メヮポリッワシフトローム｣を
防ぐだめの食事(第２回）

鵜蝋蝋溌鰯､蟻ｉｉ１ｌ鱒､1蟻
どれ

懲営iimiL

おか

lUmi鰻騒

８

戸皿

ii鑿iiii鑿iiiii11i1ii鑿i鑿
《iiiil1篝篝i1i鑿鱗 栄養管 理室部門紹介■

どう随壷
鼠頭

通遡．

脳卒中

翫庖･頚煙･‐
ストレス

前lLllお話ししたように、不規則な生活課Ifl〔により、メタボリックシンドロームへの危険が増大します。
メタポリックシンドロームを構成する高Iil糖・高脂11I症.,｢/illll圧・肥満症などは、その程度が軽くても、
重‘Iした場合には虚11111ﾘﾐ心疾患

不伸藤な生活:iW駁が心血替系腿害毒引き起こす

不鍵康傘繼漸縛憤
(過'数゜nllwj不足など】

＝9

lAIlI訂|瓢lj型肥iWi

=》

代謝の災常
(ｱﾃﾞｨ)鋤ｲﾄｶｲﾝ分泌】

電議

や脳卒中、さらに糖尿病発症の
＝9

lii:i卒中､心血醤系vf

lViZMJ合併旅
などへi仏展

リスクが飛耀的に増大すること

が、多くの捜学調査により示さ
れています。また、その元とな

るに|ご'心は「肥満」であると,青われています。太っていなければ大丈夫？と思ってはいないでしょうか。外
見からは太って見えない力の中にも糠尿病や高脂血症などだったりする場合もあります。肥満には、「皮下
脂肪型肥満」と「|ﾉﾘ臓脂肋型肥満」の二つのタイプがあり、後者がメタボリックシンドロームの元|ﾒ|とi了
われ、「隠れ肥満」などという言葉でも表されています。また、近年、脂肪細胞からいくつかの璽艶な生'''１

iiIi性物質（アディポサイトカイン）が分泌され、体の機能に影響していることがわかってきました。内|蝋
llFi肪が過剰にたまるとそｵlらのサイトカインの分泌に異常が]iMれ、llllMW値・’''性脂|]かllll圧が｢｢/jくなりや
すくなります。Ｉ[11栓が{}}来やすくなるのもサイトカイン分泌の影響と言われています。今回は、各疾患予
防における食習慣改善の工夫についてお話し致します。
◆食事は１日3食とりま しよう

朝・ハルタとﾙ,ll1l|正しく食べましょう。’１ﾘl食ヌキ

から脱(11を…まずは、乳製,１，１１１．果物・ロールパンな
ど無理せず続けられるところから改講を。
◆コンビニ弁当も（ ラソスを
忙しいときや、一人暮らしの方は、コンビニ弁当

ですましてしまう方も多いはずです。そんな時は、
ﾉけ|』・カツ丼など)､|置物ではなく、群のＩﾉﾘ系のお弁当

が、’1ｔに注意し、１日にミカン211,1ilかバナナ１本程度

を、また、野菜の煮物やサラダ（ドレッシング注意）

としましょう。

をつけて野菜アップを。

※カロリー表示を確認する習憤も忘れず１→ごは
ん・揚げ物1,1,A残す勇気を

鯵料理は小皿に盛り付けましょう
大llllに盛り付けて、小llllにとって食べると、つい

食べ過ぎてしまい、好きな物だけたくさんというよ

◆缶コーヒー。清涼飲料水に注意！

うにIi1iりもでてしまいます。一人分ずつ小llllに盛り

「朝の１１覚めに…」と気ilifに飲める缶コーヒーで

分けて艦り付けしましょう。

すが、１９０９缶にペットシュガー（６９）約洲艮分の

◆食事は時間をかけてゆっくりと

)llli分が含まれています。また、カロリーオフの表示

ごrjどじのとおり、「I,'.食い」は食べ過ぎにつなが

も１００ｍl当たり２０kcal以Ｆのエネルギー1,ｔがあり

り、肥ｉｌＭｉの原囚にもなります。“－口入れたら201面1”

ますので注意が必要です。コーヒーは無ｌｉ１ｉで、その

というように、良く噛んで食べる習慣を心がけまし

他はお茶類の水分補給を心がけましょう。

鰺果物も量 に注意
果物には、
果物には、各繩ビタミン・ミネラルが含まれ、食

物繊維も豊富に含まれていますが、糖分（采糠）も

たくさん含まれています。果物の鰹篇な'1|梨U｢<です

③

ょう。また、このことから、普段より少ない量で満
腹雄がｲｮﾆられ、「腹八分|｜｜を炎践できるでしょう。
参考資料

ji'ii…Xjii1li灘liiX:騨溌職
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安全で活気ある職場を目指して
医療安全係長（看護師長）稲垣あさ子

皆さんは「危険」という言葉にどのようなイメ

ージをお持ちでしょうか？我々が自宅にいる時
も又、一歩外にⅡ}て道を歩いている時も、そして
【・凸

霊弁

一一車一一一

；

E三三；

一言

はあり得ません。ならば24時間、３６５１－１各職場に

》二Ｆ

せのため、どんなに注意l喚起しても「リスクゼロ」

巴

定要素が潜在し私達の周囲は常に危険と隣り合わ

麺が．

潜んでいます。増しては医療行為には多くの不確

一一出一

職場でI1lillいている時も「危険リスク」は至る所に

唾

5--忽鯵点

篭篝:鑿篝篝鑿篝篝篝蕊鑪鱗蓉謬

於いて「ｌｌＬく」「早く」危険を発見し把握し解決

般後に「必ず実施すべき重点項目」を決定し、そ

していく１１:が私達医療者の使命と考えます。リ1ii気

れを「チーム行動目標」として設定しました。

で不安な忠背様に安心して治療に専念して頂くた

ｲﾄﾞも「ＫＹＴ」の|ﾘﾄ修に、院内が一丸となり取り

この研修のメインイベントは、チームの行動Ⅱ
標を令貝で「指差し唱和」することです。Ｉ行差し
ＩｌＭＩは,汁議してきた内容を皆で雛認し合うととも
にチームの一体感、連帯感を盛り上げるのに大変

組みました。「ＫＹＴ」とは危'境のＫ、予知のＹ

役〈[ちます。

めにそして、医療従事者一人ひとりがやり１１Ｊ斐と

誇りを持ち、安全で活気ある職場とするために今

そしてトレーニングのＴの頭文字をとったもので

す。正にその杓のiuiり危険を予知して訓練する１，Ｆ

「脂差し」か「呼称」をした時は、どちらもしな

い場合と比べエラーの発生率は、１/２ないし1/３に

動です。今'111は一枚のイラストにどんな危険が淋

減少することが実証されています。更に両方の「指

んでいるのかを、１グループ１５人程度のメンバー

差し呼称」を行うことによりエラーの率は1/６に低

でワイワイガヤガヤと自由に意見や個々の考えを

下するとまで言われています。

出し、内に潜む危険を出来るだけ多く発見し「何
が危ないか」を正確に捉え実行可能な具･体策を立て、

鱸

》瀞

医療安全管理研修の様子

１ﾘ1:修会は、どのグループも活発な意見交|奥で充

実した時間を過ごすことができ、今後各職場で還
２０゜７

１９/24日（水）１種目
10/31日（水）２瞳富
麟鵜譲糞憾蕊龍

元してくれることを期待しています。

私達医療の現場だけでなく、皆様も火の元の確
,認や、外'''１１寺における戸締まりの確認時に是非一
皮「桁雄しllYIz称」を実践してみて下さい。

鰯，
■ヨ

てんじん

議し鍵1霧Ⅱ 鱸|鱸1
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調剤主任荒姜昭
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闇、盈誇イインフ ルエンザ

ⅨＩ､

曇;iiiiiiiii霧

今年も残すところあとわずかになりましたが、
！

みなさん風邪など引いておりませんでしょうか？

蝋蝿蟻鶴駒辮麟鱸辮蝋鰄

謬鐘鋤鯵蟻繊鰹

さて、風邪と同じように冬に流行する感染症とし

ｑ且１

r￣

てインフルエンザがあげられます。インフルエン
ザという名前の出来は、l6Ilf紀イタリアで「冬の

1』J能性があるため、ワクチン接種が推奨されます。

時期に流行るのは1Aや寒気の影響ではないか？」
と,今われたことから「in｢Iuence（影紳)＝i11HLlcnza」

(蕊礎ﾙﾐ忠：気轡支I11ii息等のIlWi吸器疾患、慢性心不
全、クＭ１'１２心疾患等の循環器抄弛、糖尿病、将不全、

と名付けられたと言われております。’'水では平

免疫ｲ<全ﾘii；（免疫抑制剤による免疫螂低Fも含む)な

安時代、「増鏡」にその記救が見られ、ｔＵ~T時代に

ど）

は「お駒風」「谷風」などと呼ばれていました。

妊川i}のワクチン接種については、胎児に影響を

１９１８～１９１９年にかけて全世界で流行した「ス

与えることは考えられず、また特別な副反応の報

ペインかぜ」は、インフルエンザウイルスが原因

告もありません。ワクチン接穂については、ｊ三治

であり、罹患ihf約６億人、当時の世界人｜｜の５０％

医と｜分ｲ||談してから'卜||断してください。授乳し

が感染し、亡くなった人は2,000〃人を越え、第１

ているお|リさんについては、ワクチンが母乳を介

次世界大戦終結の速'ﾉ(|とも言われています。’1本

して子供に影響を与えることはありませんので、

では大正8～９年にかけて持ち込まれ、椛患杵は人

ご安心ください。

'１の約半数の２，３８０万人、亡くなった人は３８万
8727人と報じられています。

亭薊辮禽・予防
刊.､…診…Lbp--乙漂一一之漠>ム凸一生々--

(ワク チン !|鑿鍵ii蕊|灘'１鍵iiiililii鑿

インフルエンザの予防には、ワクチン接種が最

籔鰯み;$！

￣

藍蘋

後

に

蕊韓;し､〃”瓢
に~研二可

.f:::錘;蕊i1弾ユ瀞

風邪やインフルエンザは、埴症化したり合併ｿ,ｉｉ
を併発すると危険な病気です。普段から手洗い・
うがいをＴＷＩｆｉづけて、流行時!UIには人混みに}l}ない、

も効果的で、健康成人で70～９０％の効果が認めら

また外||Ｉする時はマスクをするなど予防に心がけ

れ、また高齢者ではインフルエンザ関連死の危険

ましょう。

を約８０％減らすと言われております。インフルエ

ンザワクチンは、３臓類の混合ワクチン(Ｍ１』のII1K1、
Il3N2とＢ’1M）で、さらにウイルスは変YlL株によっ
て抗原性が異なるため、前シーズンの|Ｈ１|ﾉﾘでの流
行状況やＷＨＯによる情報を元にして使川する変異
株が決定されています。ちなみに今シーズンは
IIlN1がソロモン諸脇)株、Ｈ３Ｎ２が広１１ｾﾞﾙ株、Ｂ型が
マレーシア株です。

ワクチン接種には21''１接種する場合とlllI俊種が
あり、１３歳以上では11['|でも良いとされます。２１１ｉｌ

接極する場合、接/IWilllll渦は1～4週間とされていま
すが、免疫効果を考慮すると4週空けることが望ま
しいとされます。

また、６５歳以上の,ｒｌｉ齢者や以下の基礎疾患があ
る方は、インフルエンザに罹患すると１，ﾘ,茂化する

鯵

参考文献
］）ＩＲＭ感染症研究所感染hiYl1liWiセンター：予ｌｌｿj接『'Ｋ
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hlIp://idsc・nih・gojp/vaccinc/alopics/alpcsO()2．
ｈｔｍｌ，2007/１０／１５アクセス
２）lHl1If感染症研究所感染症I11rWjiセンター：インフル
エンザ総説：
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感染管理担当看護師長
岩下美代子
'、日、'EUShR&ＷＴ､二s･尹仮エンEEINjRLI・ヨハＢＦＧ似い以甲T1$JV魚珀伊塑C侭､い』ﾛﾊﾟﾋﾞﾛ頷自>好§n1hいむHhNiWWb郷nKⅨ皀樫i⑭凸nＡ(目慣油無も雄山爪騏WurZT印2軒、KけBAY奴9,K靹月ミロピ可』３.JRzfm西江Ｗ出jXhU脇月ﾓﾋﾟ、＝=.」

９‐ｗ牢虹叫弔

今年もインフルエンザの季節がやってきました。

対策はいかがでしょうか？

亀一

芦識鍾

インフルエンザは、突然の38℃以上の高熱、頭）,i、

Ｗ雰嬢

曇

ﾕ鍵

筋肉や関節病、倦怠感などの全身ｿif状を伴うこと
が特徴です。また、インフルエンザは症状が承く、

〆

Ｒ

1Ｍ

霧

感染力が強いので特に予防が必要です。
インフルエンザ予防としては、体調を整える、

ａ適度な湿度を保つ

ワクチン接種を受ける、感染ルートを断つことが

鯵空気が乾燥すると、のどの粘膜の防御機能が

効果的です。では具体的な予防方法をご紹介します。

,低下しインフルエンザにかかりやすくなります。

鑿【
：

予肪 方 法

流行前のワクチン接種

丘灘露腱鱸砺鰯

?零諺･P露

-画＝､1回に、〆。■-

蕊

ことです。

4．外出後の手洗いとうがいの励行

謬手やのどに付着したウイルスを物理的に除去
するのに打効です。

ワクチンは、予防するだけでなくインフルエン

ザにかかった場合、重症化防止にｲ｢効とされてい
ます。

日常生活での予防

るとウイルスが長時llM空気中を漂っています。
室内の適度な湿度(50～60％）を保ちましょう。

予防の基本は、流行前にワクチン接種を受ける

;iｉ

蝋ウイルスは、低ルル低温を好み、乾燥してい

鴬

Ⅱ常生活では、体調を終えて抵抗ﾉjをつけ、ウ

イルスに接触しないことが大切です。
１．栄養と休養を十分取る

綴手洗いは接触による感染を、うがいはのどの

乾燥も防ぎます。
5．マスクを言用する

鰯予防が必喫な方はマスクを若川しましょう。
鰯インフルエンザに樅った人では、咳やくしゃ

みの飛沫から他人に感染するのを防ぎます。
蝋｢人に対して」という意味で「エチケットマス
ク」とも｢竜われています。

鰯イイドカをつけ、抵抗ﾌﾟﾌを,崎める４１で、感染しに
くくなります。

り

鰯-'一分に休養をとりや体力や抵抗力を高め、常

も

１１頃からバランスよく栄養をとることが大切
です。

ごr＞

２．人ごみを避ける
③ウイルスを寄せ付けないようにしましょう。

蝋インフルエンザが流↑ルてきたら、特に,１．i齢

〆
F

者や慢性疾患を持っている人、疲労気11,k，１１'１ｉ

劔！'ｻﾞ､’

分

眼不足の人は、入ごみや繁華街への外Ⅱ}を避

鍵鑿

けましょう。
且

;鍵蕊！
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小児科医長中根貴弥
ｕＩＬＵｍＬ■沙区ロ

丙ｎF声ＹＨでＪＴＦ▽｡■Ａｍｈ晩９，ｶＷ、価匹PEFrHK雨四:ｎｗＵＦＨＵｈＵＷＥ伝,J,■ヒーーェＢｒ.“C〃ｳ卍ご田邑；Ⅱﾆｽ已乞Ji滝餌W1nWZ1弓守LL=ＦＭＭnｍ｣』｢Ｗ＿几~-,巴パイ団Ｈｈ咀己DUz品Ｐ沙P羅缶皮エリ囮転ぶシユ凸に｡即ＲＬＨﾓﾇｴ▲,上戸一聖込ⅡＵＶ油UVロユ灯五版ＷＦＵｎＺｂＰ郡によ迂和些四巴上型

：

汕［-匹HT-｣

円互■Ｚ･｣さ【罰ニァ２＝頓P上､鈎四⑤~ぜ、－－■ＵＺ

を使うと吸い合併症を起こすことが知られていま

すので、解熱剤の使用に当たっては、かかりつけ
灰の指示に従ってください。
インフルエンザに対する治療薬の抗ウイルス剤
は医療,機関で診察の｣二、使川できます。インフル

エンザの診断が確定したのちに、はじめて抗ウイ
ルス剤を処〃します。インフルエンザの診断がは
っきりとできるのは、発熱後約１２時間経過してか
らですので、夜間発熱があったからといって、liL〔
、〆

溌３，

ちに救急外来にいく必要はありません。

ソ：ロ

曇。；

雲:蕊

,唾`鈩醗薗騨i騨蝿,端

発熱があって、ただちに救急外来を受診しない
といけないのは、

蝋′|【後２ヶ月未満である場合
聯水分を受け付けない、おしっこが半Ｈくらい

ふつうの風邪の場合には、のどのﾊｶﾞみ・鼻水・
くしゃみ・せきがおもな症状ですが、インフルエ
ンザにかかったときには、風邪の症状のほかに、

頭ｿｉｆ・関節術・筋肉ﾘ,iなどの症状が)!しられます。

また，発熱もインフルエンザに罹患したときのほ
うが重症であることが多く、これ以外にも小児で
は熱性けいれん、llLL｢炎、気管支炎を併発したり、

１１１ない
鰯ぐったりしている
鰯けいれんをおこした
鰯顔色が悪く、あやしても笑わない

蝋眠ってばかりいる
などの場合です。

’１１梨県の場合には、小児初期救急医療センター

まれではありますが、急性脳症に進展することが

が体１１．夜間の医療を}1二1当し、小児科を専門にす

あり、充分気をつける必要があります。

る脚Ｉ１ｌｉが診察にあたっています。

家庭でできる対･処法として、

鱗/|〈分補給をこまめに（室柵程度の「ども川イ

オン飲料、陽ざまし、麦茶など）
霧熱の出始めの寒気があるときは暖かく、体の
熱感が出てきたら、部屋を涼しくiVii満に。
室温に注意（Ⅱ安として、冬季20-25℃、夏
季２６‐２８℃）。

（電話Ｏ55-226-3399）

また、これ以外にも地域の救急当番医もいます
ので、ふだんから確認しておくことが大切です。

また、「こども救急ガイドブック」（日本小児科学会
１１１梨地力会・’１１梨県小児科医会）が、こどもの救
急時の対応についてふれています。当院の外来に
も１７ｔいてありますので、‐ぜひご覧になることをお
勧めし

熱があっても、元気そうだったら、解熱剤を便
川する必要はありません（解熱剤は疵状を緩和す
るだけで、根本的な治療には結びつきません)。体
温が385℃以上で、食欲がなく、頭痛などがあって、

つらそうな時、眠れない時などに、5-611,洲以上の
''１１隅をあけて、ｌｌｌ２１ｉ｡Iまでを目安に使います。イ
ンフルエンザの場合は、アスピリンなどの解熱剤
■山
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平成1９ 年度一日平均 患者数
入院

５月

６月’７月

1０８６

1095198：
９８．３

1１９．８

1２００１１１８９

９月

－

１１０．５

￣

２２６８１，?ＲF１

4膳

1１９５

2283２１７－８

10月’１１月１２月’１月１２月’３月

106211178
１１７．８

１

￣

１１８．６

1１７．５
1１７．５１１８．９

1２０２
120.2

２１２８

２２８０２２５－１

2380

藷

４月
1０７．０

外兼
月別

※11月分及び年度累計は11月末日現在（小数点以下第２位は四捨五入）

明一蝿

噺

！

※11月分及び年度累計は11月末日現在（小数点以下第２位は四捨五入）
5幅

3０５５３０２２

6傷
BMOU6H5

7膳

８１房

9尼

３１３．９１２８３．０３１８．６

１０屑

１１眉

３１１．０

2９９３

１２｣巳

1膳

２月’３月’累計

’’304弓
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外:来医師担（当表

黒

恩
４

脳外科’５
特殊外来午後３時～

消化器科
１

３

神経外来(午後）

摂食外来(午後）｜

外科

澤

川□

黒

澤

黒

痘壜

￣ 中尾
呼吸器科金沢
￣ ￣ ￣ 二二一
長
鵜
長
活
一｜長沼｜長沼
￣
￣ 渡邊｜￣
一一|￣
稲岡｜大塚
稲岡
￣
大塚一蹴臓專軸木

一一

循環器科尾畑

富

稲見

根

神谷

中村

野□

久一中

小児科１目

澤

渡邊

澤

２

川□｜渡邊

｝

科

漉邊

金

里小

内

１

木

水

火

属

平成１９年１２月１７日現在

／~

富
江
藤
久
加藤久富田□

中村
中根
中村｜中根野□

神谷｜￣中根
神谷
￣
第２週神谷
第３週小野

角田ｌ角田

鈴木

角田

識

若生｜若生

萩

野

萩野

萩

２
ＣＵﾄﾞｰﾂ･膝疾患治原ｾｿﾀｰ）２

若生

藷

合

藷

合

戸野塚(久）

落合

泌尿器科

相）Ⅱ

言

禮

相）Ⅱ

相Ⅱ’

相川

滝澤

雨宮

滝澤

朝田

１

■■■■■■

産婦人科’1

眼科
目臺咽喉科

雨宮朝圧

｜皀曰

整形外科ｌ１

宮田

鈴木

蟇|黒

滝澤

関根
￣|戸野塚(敏)
￣ 今澤(入院）
￣ ￣|￣ 矢崎 ￣

⑲受付時間初診/午前8時30分～午前11時00分再診/午前8時20分～午前１１時００分(再診で予約を取られている万は予約時間まで）

※乳児健診/毎週火.木曜曰(完全予約制）※人間ﾄﾞｯｸ/毎週火.木曜曰脳ﾄﾞｯｸ/毎週火・余曜日
※予防接種(小児科)/毎週水曜日(完全予約制）※毎月第４金曜日/黒澤医師糖尿病教室

◇周産期新生児専門医コース
ウ対象：小児科専門医

１－?期間：６ヶ月間の国立成育医療ｾｿﾀｰでの研修を含め､3年間Ｃ
Ｄ募集人員：若干名
〕身分：常勤医師
．..:指導医：副院長久富幹則（暫定指導医）

◇整形外科後期臨床研修コース
曾対象：原則、卒業後3～5年の医師
、期問：３年間
、募集人員：２名
Ｇ身分：常勤医師

当院ホームページより「受験Ｉ
願書」「採用希望施設票」を

ダウン□－ドの上、当院菅
理課人事担当宛にお送り

下さい。折り返しご相談

をさせていただきます。剛

・指導医：外科系診療部長萩野哲男(診療科経験年数18年）
整形外科医長落合聡司(診療科経験年数9年）

◇その他医師を募集しています。
､白､｡｡●●■ＣＯのＯ■●ﾛ｡●●｡●●■ＯＯｃｏ●ＤＤｑｏ●●●■●●●●●●●●●●●ロロ⑨ｃｃ●｡●⑨｡●。｡■Ｂ●●●。◆旬｡■弓何。庁●｡■ＣＯ＄●●

保育±（盲Ｉ７ｉ１代替）を濤第しています：

：

●●④｡●亡つつ｡■■●つむ●｡■■｡｡｡●●己Ｃｏｏ●●●●●●●●｡●●●●■●●■●●●｡●の。●■●●●●●■●ｂｏｏ●ｑ●●●●むつｃｍｑｐ■ｑＣｐＵＤＯ

鰯勤務内容：重症心身障害児通園ルーム
｡｡･･･････････2聖?空2.2.L2..922二229･望2...2ﾆﾆQ9P2空?９．?･･ニニ2平目､2当2゜｡｡････ﾛ･･…．

環境美化ポラフノティアを壽察しています。

●

：

ｃＣＢ凸凸の－口＆■■bロー■■己凸■■凸ロ■■巳ロロの■■■■●■■且■■■■■●■●■■■■ロロ■□■■●凸●■■●●●●●●●●●●●｡｡｡●ロの●□むじ■。

鰯活動内容：病院敷地内の清掃、除草、花壇整備等

⑳

宛先および照会先
〒４００－８５３３

山梨県甲府市天神町11番35号
国立病院機構甲府病院
管理課人事係
電話Ｏ55-253-6131(代表）

