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今号の厳選写真

村上記念病院 広報誌

Vol.36
H27年4月発行

病める人の立場に立った、患者さん中心の医療を提供します
地域の期待に応えられるより良い保健、医療、介護及び福祉サービスの提供に努めます

１．医療の質の向上により疾病の早期発見と治療に努めます
２．個人の権利を尊重し、患者さんと共に考える医療の実践に努めます
３．医療に関する安全管理を徹底し、さらなる進歩に努めます
４．保健・医療・介護・福祉サービスの連携強化に努めます
５．地域社会とのさらなる連携強化に努めます
６．健全な病院経営に努めます

理念

方針

春が来た～！

写真：画像診断センター 渡部祐樹
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新入職員入職式

法務省矯正局長より感謝状

外来担当医変更のお知らせ
※平成２７年４月より、変更があります。
みなさまお間違えないよう、お願いいたします。

【３月３１日付け退職】 内科 高岡洋子医師

【４月１日付け医師の変更】

・水曜日：循環器科 愛大 坂上医師 → 愛大 清家医師 変更になりました。

・土曜日：呼吸器科 愛大 伊東医師 → 愛大 仙波医師 変更になりました。

・土曜日：脳神経外科 愛大 松本医師 → 愛大 中村医師・河野医師が交替で診察します。

・土曜日：小児科 愛大 千坂医師 → 愛大 田代医師 変更になりました。 （太田・山内・宮田医師は変更なし）

・金曜日：泌尿器科 愛大 白戸医師 → 愛大 野田医師 変更になりました。

・金曜日：透析科午前 愛大（腎臓内科） 谷野医師が診察します。

・金曜日：放射線科 香大 木村医師 → 愛大 田中医師 変更になりました。

・内科 毎週水曜日午前・午後 愛大 寺尾医師の診察が始まりました。

・外科 竹林孝晃医師が赴任いたしました。

◆詳細は、裏表紙の外来診療担当医表をご確認ください。

院長が１０年の永きに渡り、
矯正医療業務（被収容者の健
康管理）に従事したことに対し、
法務省より感謝状を授与され
ました。

４月１日【平成２７年度新入職員入職式】
を行いました。これから新しい一歩のスタ
ートです。みなさんよろしくお願いします。

医 局 外科医師 竹林孝晃

３病棟 看護師 田中真智子

３病棟 看護師 伊藤孝子

４病棟 看護職 小松寿子

４病棟 看護職 岡﨑幸子

５病棟 介護職員 越智淳子

透 析 臨床工学技士 大森遥加

透 析 臨床工学技士 篠原李沙

リハビリ 作業療法士 月原杏奈

リハビリ 言語聴覚士 青木陽菜

医事会計ｸﾞﾙｰﾌﾟ 事 務 鈴木瑛里子

患者ｻﾎﾟｰﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ 事 務 菅 真央

患者ｻﾎﾟｰﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ 事 務 石川久桃

ｽｳｨﾝｸﾞ大町 介護福祉士 宮崎久枝
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⇒セカンドオピニオン外来のご案内（完全予約制）

◇ セカンドオピニオンとは…

◇ セカンドオピニオン外来を受けることができる方…

現在どちらかの医療機関にかかっている患者さんまたはそのご家族の方が受けること
ができます。
但し、ご家族のみでお受けになる場合は同意書が必要になります。

セカンドオピニオンとは「第2の専門的な意見（判断）」という意味です。
患者さん及びご家族が、主治医から病気や治療についての説明を受けたにもかかわらず、
それが最良の治療法なのか不安に思うこともあり、他の医師の意見も聞いてみたいと考え
ている方の為にセカンドオピニオン外来を開設しました。

◇ セカンドオピニオン外来ではお応えできない場合…

医療訴訟や医療苦情・医療給付等に関する相談、当院医師の専門領域外の相談、転
院目的の相談にはお応えできません。

◇ 予約方法…

完全予約制です。予約窓口は当院の地域医療連携室です。
次の書類を地域医療連携室まで郵送もしくはFAXして下さい。
折り返しこちらからご連絡させて頂きます。

•セカンドオピニオン外来申込書（病院のＨＰからダウンロードできます）
•主治医からの紹介状（診療情報提供書）
•患者さんの同意書（家族のみの相談の場合） (病院のＨＰからダウンロードできます）

※尚、当日は検査データ（血液検査、レントゲン検査、超音波検査など）を 持参して下さい。

◇ 相談時間、費用…

時間は30分程度です。1回につき5400円（税込み）です。
※全額自費で、健康保険は適応されません。

☆お問い合わせ先…

村上記念病院 地域医療連携室
TEL 0897-56-2281

FAX 0897-56-2337

http://www.murakami-kinen.or.jp/second_opinion/pdf/moshikomisho.pdf
http://www.murakami-kinen.or.jp/second_opinion/pdf/doisho.pdf
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院内ボランティアを募集しています

当院では、地域に開かれた病院運営を行うことを目的に一人一人の患者さ

んを大切に思い健康回復をともに願って下さり、無償の善意で定期的に活

動していただける院内ボランティアを募集しています。ボランティアの方

には、年１回の無料健診を受けていただいております。また、単発的な活

動をしていただける方も歓迎いたします。
《お問合せ先・お申し込み先》

村上記念病院・地域医療連携室

ＴＥＬ・０８９７－５６－２３００（代表）

０８９７－５６－２２８１（直通）

ビックリ！紅茶の効果

村上記念病院糖尿病チーム◎紅茶の飲用による健康効果

紅茶は茶葉自身に含まれる酵素の働きでカテキンなどを酸化させて作る発酵茶の一種。
（カテキン・・・日光の紫外線など活性酸素から身を守っている成分のことで 約１２.２０％含ま
れている）
カテキン類が発揮する多様な健康効果
1.血液中コレステロールを減少させ動脈硬化の予防に役立つ。
2.過酸化物質の生成を抑える働きによる老化防止
3.ガン細胞の増殖抑制効果
4.風邪ウイルス抑制効果
5.脳卒中などを予防する働き
6.下痢止めに効果的
紅茶の苦み成分であるカフェインの作用
•疲労回復、中枢神経の興奮、覚醒作用や大脳刺激作用もあり新陳代謝も活性化させてくれ
る。
健康効果まだまだいっぱい！
•紅茶にはコーヒーにないテアニンという物質がふくまれており、 テアニンにはカフェインの興
奮促進を和らげストレス解消を優しく促進しつつ、よりリラックスした効果をもたらす。
•ビタミンの補給
疲労回復に役立つＢ群 Ｂ１、Ｂ２、ナイアシンの含有量が多く、脂溶性のものではカロチン、ビ
タミンＥ含まれている。
•ミネラルの補給
いずれの茶にもミネラルが多く含まれ、特にカリウムが豊富で茶飲用により体内の過激なナト
リウムと置換することで脳卒中の防止に役立つ。
他にも体に必要な微量元素と考えられているマンガン、銅、亜鉛、ニッケル、ヨウ素、フッ素な
ど含まれ抗酸化作用に必要とされている。

■■■注意点■■■
※毎日飲む場合は１.２杯はいいのですが飲みすぎは注意すべきです。
•■お腹の調子が悪い時…一般的にはカフェインは腸を刺激する。
•■貧血が気になる人…非ヘム鉄はお茶などにふくまれているタンニンと一緒に取ると吸収さ
れにくくなる。
•■空腹時…カフェインは胃酸の分泌を促すため、空腹時に飲むと胃壁をあらしてしまうこと
がある
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◇ ～野菜果実過敏症（ＯＡＳ） について～

野菜果実過敏症：ＯＡＳ（Oral Allergy Syndrome）とは…

果物や野菜を食べたときに口やのどなどに違和感やかゆみを感じたことはありませんか？
口腔アレルギー症候群(Oral Allergy Syndrome：OAS)と専門的には呼ばれておりますが、花粉症の患者
さんでよく見かけます。花粉症と関係が深いのですが、多くの患者さんは花粉症と関係があるとは気づいて
いません。
その理由は、花粉アレルゲン（原因となる抗原）と特定の果物、野菜が持つアレルゲンが共有するためで
す。口から入ったアレルゲンと花粉症を起こす抗体が反応してアレルギー反応を引き起こします。スギ花粉
症患者さんにおいてもOASの合併率は約7.4～16.5％にものぼり稀な疾患ではありません。
従来はOASは花粉症に注目されていましたが、アトピー性皮膚炎の患者さんの28％、あるいは喘息の患
者さんの22％にもみられるほど多いというデータがあります。

◇ OASの症状

患者さんは特定の果物、野菜の摂取の数分後（15分以内）に直接触れた唇や舌、のどの奥、唇のかゆみ
腫れを引き起こします。 じんましんが出たり、最悪の場合はアナフィラキシーを起こし救急車で病院に駆け
込む場合もあります。基本的には、原因となるものが粘膜に直接触れることで生じるアレルギー反応です。

発作時間 症 状

～１５分以内
口腔内刺激感 かゆみ感 のどがつまった感じ
口唇の腫れ 口腔粘膜の水泡 顔面の発赤

１５～３０分
蕁麻疹 結膜炎 まぶたの浮腫 喘息
アナフィラキシー

３０～６０分 腹痛 吐き気 嘔吐 まれに下痢や鼻炎

①自分に果物アレルギーを起こす果物が何なのか・・・覚えて予防！

花粉症の人はもちろん、花粉症がない人でも起きる事があります。何か果物（野菜）を食べた時に口に

違和感を覚えた時はその果物（野菜）の種類をまず記憶しましょう。バラ科果物の場合はリンゴ、モモ、

サクランボ、洋ナシ、ナシ、スモモ、アンズ、イチゴ、ウメ、ビワなどは、共通のアレルゲンを持つので、

どれかを食べて違和感を覚えた時は他のバラ科果物に対しても注意が必要です。

◇ 対策法

②果実過敏症の場合、生の果物はダメですが、料理など加熱処理した野菜や果物では、摂取可能とな

ることが多いので、調理法の考慮も対策の一方法といえます。生で食べず、加熱して食べてください。

リンゴの場合は、生リンゴではだめでも、リンゴジュースやリンゴジャムは加熱してあるためにアレル

ゲンが変化していてアレルギーが起こらない事があります。生リンゴがだめでも焼きりんごは出ないこ

とは多いです。 100％リンゴジュースなどでも、熱処理がされているためか、問題は少ないようです。

トマト果実抗原は熱に不安定であり、加工品であるトマトケチャップ、トマトジュース、熱を加え調理した

トマトではＯＡＳは惹起されないとされています。 しかし、これらも絶対安心というものではありません。

最近、100％リンゴジュースで症状の出る患者さんや、トマトジュースによるＯＡＳの報告がありました。

※上記以外にも、対策法はあります。また、検査である程度調べることも可能です。
まずは、自身にアレルギーを引き起こす野菜や果実を知りましょう。
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ジェネリック医薬品について

新薬（先発医薬品）の特許が切れると、他のメーカーも同じ成分のお薬を製造できるように
なります。 これが「ジェネリック医薬品」です。 有効成分・含量は同じですが添加物や性状、
剤型は異なります。 変更するときは添加物でのアレルギーもあるため注意してください。

●ジェネリックの特徴

•低価格：研究開発や審査等の各種手続きなどにかかる開発コストを抑えられるため、価格

が新薬の約 2～7割になっています

•改良製剤：形や味、大きさ、服用性、使用感の改良など、工夫を施しているものもあります。

●ジェネリックの不安なところ

•1つの新薬に複数のジェネリックがある

•聞いたことのない会社が販売している

•新薬(先発品)と反応が異なる場合がある

•臨床試験が行われていない など

●「オーソライズドジェネリック」について知っていますか？

先発医薬品メーカーの持つ特許権等を使用する権利が与えられ、先発品と全く同じ成分や

製法を使って作られたジェネリック医薬品を 「オーソライズドジェネリック」と言います。

つまり、商品名や包装、刻印は違うけど薬自体は全く同じなのです。

いま発売されているものは、のみぐすりでは4剤しかありませんが今後増えていく予定です。

ジェネリックを処方してもらうには、医師、薬剤師に相談を！

先発品(新薬)と後発品(ジェネリック医薬品)は商品名が異なります。
お薬手帳を一冊にまとめ、いつも携帯するようにしましょう。

お薬手帳をご使用ください

<ジェネリック医薬品の名前>

〇〇〇 △△mg 「□□□」
--------- ---------- ------------

成分名 規格 会社名

よく、耳にしますが「ジェネリック」って…何？
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お 食 たか事 の ち

「噛む」という動きは、「食べる」動作のひとつです。飲食物をかみ砕き、飲み込

みやすい形状を作るのが主な役目です。「噛む」動きがうまく出来ないと飲食物が飲

み込みにくくなったり、食べるのに疲れてしまったりして、結果的に食べる量が減っ

てしまうことがあります。

栄養課で提供している病院食では、栄養バランスだけでなく、「噛む」動きがうま

く出来ない方に対してお食事のかたちを「粗きざみ」「きざみ」「きざみとろみ」

「ミキサー」「やわらか」から選べるようになっています。

通常のかたち（例：和風トマトサラダ） 粗きざみ：1cm角程度の大きさ

箸で掴むのが難しい場合など

きざみ：3mm角程度の大きさ

噛む力が弱い場合など

きざみとろみ：きざみの上にミキサー

したもの（左下）をかけている

噛む力が弱い、むせやすい場合など

ミキサー：料理に出汁などを加えて撹

拌し、とろみ剤で粘度調整したもの

やわらか：ミキサーにかけたものをや

わらかいゼリー状に（昼・夕食のみの対応）

このほかに、一口大なども対応しています。

食べることは楽しみであると同時に、体への栄養補給の手段です。少しでも

安全に食べていただけるよう、栄養課ではお食事のかたちも工夫しています。


