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基本理念 “病む人に心の通う　質の高い医療をめざします”
かよ

お手持ちの携帯電話でも当院の診療情報の一部がご覧いただけます。
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「秋・さくらの日に…。」『 秋晴れの午後、当院西北早稲田の杜の桜が五分咲き。　　　　　　　　　　　　　　　　
「エディー・ジャパン」が勇気と自信を伴って帰国した日（10月13日）でした。』

撮影者：秋山峻太郎（ボランティア）  
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　今春より総合診療内科を開始いたしました。いまだ小規模ではございますが、是非

広い窓口として皆様のお役に立ちたいと考えております。総合診療に関しては「専門化・

細分化しすぎた現代医療の中で、全人的に人間を捉える」、「特定の臓器・疾患に限定

せず幅広い診療分野をもつ」、「患者のさまざまな病気や悩みに対応する」のほか、専

門診療から外れる領域をカバーする、あるいは心療内科的側面や東洋医学を取り入れ

るなど、実際はかなり混乱しているように思います。

　厚生労働省からの提唱では「日常遭遇する疾患や障害に対して（中略）いろいろと

適切な対応ができる医師」とありますが、そこにはメンタルヘルスから救急医療さらには終末期、地域・コミュ

ニティのケアまでの知識と技術が求められると記されており、ただでさえ人手不足かつ高度の知識と技術と

責任を要求される医師に求める能力としては現実離れを感じます。

　しかし、そもそもは専門志向による弊害、つまり「自分の専門領域以外は関与しない」や「医療制度の理

解や患者の気持ちや背景などの配慮に欠ける」などにより、受診上の不便や患者のたらい回し、説明不足など、

医療に対する不信感を抱かせるに至った自省からの要請であろうと私は捉え、「体の不具合について、“あそ

こに頼めば、とりあえず何とかなる”という安心感、しかもある程度の対処能力を持ち、その後の流れも含

めて一定の信頼を置くことができる施設」が随所での地域医療の場に強く求められているのではないか、そ

ういう機能として皆様のお役に立てれば幸いと考えています。

　平成27年10月より西埼玉中央病院に腎臓内科医として赴任してまいりました櫛山

と申します。平成12年に防衛医科大学校を卒業し、今年で卒後15年目になります。

　まだ、当院に着任したばかりで不慣れな点も多々あるか

と思いますが、早く当院の業務に慣れて診療等、頑張って

いきたいと存じます。

　現時点では、１人きりでの腎臓内科医となり、まだまだ

力不足な点もありますが、微力ながらも頑張ってまいる所

存ですので、何卒よろしくお願いいたします。
腎臓内科医長
櫛山　武俊

総合診療内科の紹介

新 任 医 師 紹 介

総合診療内科部長　木村　一生
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当院も「HUGフェス」に参加します。

このイベントの内容は当院ホームページにも掲載されています。
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市民公開講座のお知らせ
　９月25日（金）に市民公開講座を開催しました。
　「動脈硬化を予防する食生活」と題して、当院の主任栄養士による講演を行いました。
　参加された皆さんは、関心が高く身近なテーマであったこともあり、動脈硬化の原因や食事療法について
熱心に聴講されていました。

地域医療従事者研修会の予定
日付 曜日 時間 場　所 テーマ 担　当

H27.11.19 木 19:00～20:00
（18:30受付） 所沢パークホテル 医療連携交換会（前立腺肥大症の

診断と治療） 泌尿器科副部長

H27.12.17 木 18:00～19:00
（17:30受付） 教育研修棟 会議室 感染症発生時の初期対応 感染管理認定看護師

※ 講演日程、時間、講師は変更になる場合があります。
※ 連携交換会以外は事前申し込みは必要ありません。
※ 詳細については、地域医療連携室（04－2948－1138）までお問い合わせください。

市民公開講座の予定
日付 曜日 時間 場　所 テーマ 担　当

H27.11.27 金 14:00～15:00 教育研修棟 会議室 介護者のための腰痛予防 理学療法士長

H27.12.25 金 14:00～15:00 教育研修棟 会議室 未定 看護部

H28.１.22 金 14:00～15:00 教育研修棟 会議室 未定 看護部

※ 講演日程、時間、講師は変更になる場合があります。
※ 定員になり次第受付終了とさせていただきます。
※ 詳細については、経営企画室（04－2948－5951）までお問い合わせください。
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薬剤師　福田　哲也

くすりになるおはなし（24）

　気温も下がり、過ごしやすい季節になってきました。しかし、寒くなると
体調を崩すお子さんも増えます。そこで、嘔吐と下痢に関するお話です。
　嘔吐の原因として、「おなかの風邪」の急性胃腸炎は子供が吐く原因とし
て多いものです。ウイルスがお腹に入り、熱がでることもあります。嘔吐は、
胃に入った有害物を出す働きと考えられるため、吐くのを止めようとするの
は、おすすめできません。いつ吐くかわからない時は、上体をやや高くして
寝かせ顔を横向きにし、吐くときは抱き起こして背中をさすりましょう。
　吐き始めの３、４時間は無理に飲ませない、食べさせない事も重要です。
その後、少量から飲み物を与えるとき、吐き気が強くて飲めない場合に、「吐
き気止めの坐薬（ナウゼリン坐薬）」を使います。たくさん食べるためでなく、
少しでも水分を取るためです。一般的な坐薬使用として、冷蔵庫保存してい
た場合にすぐに使用すると刺激が強く、便意を促してしまうため、数分間室
温で放置したり、手で温めたりしてから使用しましょう。
　なお、ウイルス性胃腸炎の場合、嘔吐物や便からの感染が多いため処理には注意が必要です。汚染
された物は、熱（タオルや食器は１分以上の煮沸、カーペットについた汚物はスチームアイロンで１
分）や塩素系漂白剤で除去する必要があります。
　下痢の原因の多くは、おなかにウイルスが入った「おなかの風邪」か、細菌の入った「食あたり」
でおきます。おなかの風邪の場合は、発熱や嘔吐の翌日くらいから下痢がはじまり数日から１週間続
きます。よって、解熱後も下痢は続くこともしばしばあります。
　いちばん大切なのは、下痢として体から失われた水分と塩分の補給です。おしりのケア（シャワー
と保湿）も重要です。
　よく処方される「整腸剤」は善い細菌を腸に届けておなかの環境を整えるものです。また「下痢止
め」は悪い細菌を追い出そうとする腸の働きをも抑えてしまうため、ひどい下痢以外では処方される
ことが少ないです。
　下痢の時の食事は、嫌がって食べないものより、その子のペースに合わせたものを食べさせてくだ
さい。
　下痢で怖いのは「脱水」です。おしっこ量が減る、泣いても涙が出ない、目が落ちくぼんでいる、
皮膚や口が乾燥している、呼吸が荒くうとうとしている、皮膚が冷たい、顔色が悪い、１日６回以上
の大量の水様便がある、こんな時は受診した方がよいでしょう。
　熱が出たときの水分補給は、麦茶、ミルク、イオン飲料でもかまいませんが、下痢がひどい時は、
単なる水分補給ではいけません。経口補水液（湯さまし1リットル、食塩 小さじ1/2杯、砂糖 大さ
じ４と1/2杯）が良いでしょう。ポイントは、決められたレシピを守る。根気よく少量を回数多く飲
ませる。まずは少量（20mLくらい）飲ませ、30から60分嘔吐が無いことを確かめる事です。

・子育てハッピーアドバイス知っててよかった 小児科の巻. 1万年堂出版, 東京2009.
・小児科領域の薬剤業務ハンドブック. じほう, 東京 2008.
・Up To Date : Viral gastroenteritis in children : Prevention and treatment. 10.9. 2015.
・Up To Date : Approach to the infant or child with nausea and vomiting. 10.9. 2015.
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　日頃、座っている姿勢などを見直してみて下さい。背中を丸めて浅く腰掛ける姿勢をとっていませんか。
　そのような悪い姿勢に加えて運動不足も、腰痛を引き起こす原因です。
　そのような方々にも気軽にできる腰痛予防体操を一部紹介します。
＊運動中は、自然な呼吸を心がけましょう。
＊運動は無理なく、ご自身の体力に合わせて少しずつ行いましょう。
＊痛みを強く感じる場合は、運動を中止し、医師に相談しましょう。

①　ハムストリングス（大腿部後面の筋肉）のストレッチ（図１）
仰向けで片足を持った姿勢から、息を吐きながら膝をゆっくり伸ばしましょう。
（左右各５秒程度10回）

②　骨盤の傾斜と大殿筋（お尻の筋肉）の強化（図２）
仰向けで軽く両膝を曲げて、背中を床につけた状態で
お腹の筋肉に力を入れておへそをへこませます。
お尻と腰を持ち上げます。５～10秒間その姿勢を
保ちます。10回程度行って下さい。
あまり高く持ち上げると腰痛を助長する恐れが
あります。ご注意ください。

③　足の交互屈伸運動（図３）
仰向けで寝た状態で膝を交互に屈伸運動を行います。
痛みがなく可能であれば、自転車こぎのように、
足を上げた状態で交互に膝の屈伸運動を行います。
10～20回程度行って下さい。

寝たままできる腰痛（予防）体操の紹介
リハビリテーション科　理学療法士長　齋藤　克美

図１

図３

図２
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《各種放射線検査・上部内視鏡の電話予約等のご案内》
　地域医療機関の先生方から、放射線・内視鏡等の検査のご予約を電話でお取り頂けます。
　当院で実施可能な放射線・内視鏡等の検査について、患者さんの手続きおよび待ち時間等の負担の軽減を
図ります。
　検査が終了した時点で診断結果を的確にご報告いたします。

■提供できる検査項目
・放射線

CT
MRI MRI、MR アンギオ、MRCP
RI

骨密度測定

骨、腫瘍、甲状腺、レノグラム、脳 SPECT、
心臓 SPECT（負荷なし）

・内視鏡検査（上部消化管）
・脈波伝搬速度
・頸動脈エコー

■お申し込み方法
下記までお電話をお願い致します。担当係が迅速に対応させて頂きます。

放射線科予約
【放射線科受付】
電　話 04-2948-1111（内線 2522）
ＦＡＸ 04-2948-2118

上部内視鏡検査
脈波伝搬速度
その他の検査

【地域医療連携室】
電　話 04-2948-1138（連携室直通）
ＦＡＸ 04-2948-2118

／

／
(1)池袋駅より西武池袋線　急行で35分、小手指駅又は
　狭山ケ丘駅下車徒歩20分
(2)小手指駅南口より西埼玉中央病院行、または西埼玉
　中央病院・所沢ロイヤル病院前経由宮寺西行
　バス７分(西埼玉中央病院下車）
(3)狭山ケ丘駅西口より小手指駅南口行バス７分(西埼
　玉中央病院下車)
　ところバス右回り７分(西埼玉中央病院下車)

ファミリーマート

スーパーバック
工場

〒

ガソリンスタンド

イエロー
ハット

ガスト
セブンイレブン

看
板
あ
り

※その他の日も救急随時受付ています。


