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消化器内科部長　山田　俊夫

おなかの風邪？胃腸炎

胃腸炎にかかったときは
　急性胃腸炎は通常１～３日で回復します。よく、「食べたり飲んだりすると、すぐ下痢し

てしまうので、飲まず食わずで様子を見ました。」と言う人がいますが大間違いです。脱水

症状が最もよくないので、こまめに水分やスポーツドリンクを取ることが大切です。３日以

上続くときには、点滴などを受けた方が良いかもしれません。また、「下痢がひどいので下

痢を止める薬が欲しい」と言う人がいます。しかし、かつて有名になった病原性大腸菌

O-157 は毒素を産生するため、腸管蠕動（ちょうかんぜんどう）を抑える下痢止めや痛み

止めは毒素の排出を遅らせてしまうことになり、命に関わる状態になることもあり使用すべ

きではありません。３日以上症状が続くときには、医療機関を受診しましょう。

胃腸炎とは
　胃腸炎の原因は、正確には感染性胃腸炎といい、大きく分けて [ ウイルス性 ]
と [ 細菌性 ] があります。[ ウイルス性 ] にはノロウイルス、ロタウイルス、
エンテロウイルス、アデノウイルスなどがあり、[ 細菌性 ]にはカンピロバク
ター、サルモネラ、ブドウ球菌、腸炎ビブリオ、病原性大腸菌などがあります。

　風邪の場合もそうですが、ウイルスには抗生物質は効きません。症状は下痢、吐き気、嘔吐、

腹痛、発熱などで、細菌やウイルスの種類・毒素により症状の強さはまちまちです。

　インフルエンザがはやる少し前に、ノロウイルスによる胃腸炎の集団感染のニュースが

出て、「自分はノロウイルスになったのではないか？」と心配して病院に来られる人がいま

す。健康な成人がノロウイルスに感染しても、家で寝ていて１週間もたてば治ってしまい

ます。ただし、激しい下痢、嘔吐が数日続いた場合には脱水症状になりますので、入院し

て点滴などの治療が必要になることがあります。下痢は必ず起きますが、38 度後半になる

ような高熱はほとんどありません。成人では多くの場合治るので、ノロウイルスの検査は

３歳未満と 65 歳以上の人しか保険適用されていません。また感染しているのに陰性になる

こともあります。

　細菌性で最も多いのがカンピロバクター腸炎です。代表的な食中毒です。加熱が不十分

な鶏肉が多いとされていますが、牛レバーが原因となったこともあります。このため、平

成 24 年に牛レバーを生食用として販売・提供することは禁止されました。

　病院などで「おなかの風邪ですね。」と言われたことはありませんか？
　風邪とは主に、鼻やのどにウイルスなどの病原体が炎症を起こす病気のこと
ですから、ウイルスによって腹痛や嘔吐、下痢などの症状を起こした胃腸炎を、
わかりやすいたとえで「おなかの風邪」と言っているのだと思います。

予防対策
　昔から言われていることですが、手洗い、うがいが最も重要です。
では、家族でノロウイルスにかかったらどうするか。消毒と言えば、

アルコール消毒が良いと思っている人がいるかもしれませんが、ノロ

ウイルスにはアルコール消毒は全く効きません。ノロウイルスを死滅

させるのは、85 度以上の熱湯か次亜塩素酸ナトリウムという塩素系漂

白剤が有効です。

うがい

手洗い



 

地域住民の方に向けた講演会やイベントを多数開催しています。
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「新型インフルエンザ対応訓練」を実施しました。
■参加機関　江戸川保健所、江戸川区医師会、江戸川区健康部、葛西警察署、葛西消防署　他

　10 月 22 日（土）、当院主催で大規模な『新型インフルエンザ対応訓練』を実施しました。

江戸川区内において、新型インフルエンザに罹患したと思われる患者が多数発生しているという想定のもと、各種対策

の実施手順および関係機関相互の連絡体制の確認。「ドライブスルー診療体制」の手順を確認・検証しました。

※「ドライブスルー診療体制」とは、当院で独自に開発した方法です。一般外来患者と新型インフルエンザの疑いのある患者を接触させな

い診療体制で、車内で問診・簡易検査を実施し、処置が必要な場合は、駐車場に設置した「陰圧テント」にて診察を行うというものです。

オプション検査のご案内
健康医学センターでは、人間ドックのオプション検査を新しく実施しております。

新

東京臨海病院 健康医学センター TEL.03（5605）8822（直通）/FAX.03（5605）8355［お申込み受付時間：月～金曜日 午前9時～午後4時30分］

健康医学センターからのお知らせ

「第４回 東京臨海病院　がんセミナー」 を開催しました。
　10 月 27 日（木）に、「第４回東京臨海病院がんセミナー」を開催しました。本セミナーの目的は、

地域医療を支える先生方に当院におけるがん医療の実際を知って頂き、患者さんの紹介あるいは

逆紹介をスムーズに行えるように連携をとること。また、がん専門病院の講師をお招きして、よ

り高度な知識を得ることです。

　当院は、胃がん･大腸がん･乳がん･前立腺がんにおいて、【東京都がん診療連携協力病院】の指

定を受けています。今後もこのようなセミナーを通じて知識と連携を高め、より良い医療を志し

てまいりますので、ご期待ください。

2,700円
甲状腺機能検査

（血液検査）

9,720円血液中の甲状腺から出されるホルモンの値を測定し、甲状腺のはたらきや異常を

調べます。

骨代謝マーカー
（血液検査） 4,320円骨は古くなった骨を壊し（骨吸収）、新しい骨を作る（骨形成）という骨代謝を繰り返してい

ます。その骨代謝で反映する物質を調べ、今後の骨密度変化を知ることが可能です。

ヒトパピローマウィルス検査
（HPV） 5,400円子宮頚がんの原因と言われているヒトパピローマウィルス（HPV）の感染の有無を調べる

細胞診検査です。子宮頚がん検診に併用するとさらに効果が高いと言われています。

アレルギー検査

（血液検査）

16,200円アレルギーの原因となっている物質を調べる検査です。（全36項目）

脳梗塞リスクマーカー
（血液検査）

14,040円かくれ脳梗塞の可能性を探る検査です。脳梗塞で細胞が傷つくと血液内で高くな

る“アクロレイン”と炎症マーカー2種を測定します。

心臓機能検査

（血液検査）

心臓に負担がかかったり、心筋の肥大が起こると増加するホルモン（BNP）を測

定します。軽度の心疾患や心不全を早期発見します。

オプション名 実 施 内 容 料金（税込）

「第６回 世界糖尿病デー キャンペーン」 を開催しました。

　『11 月 14 日の世界糖尿病デー』にちなみ、11 月 10 

日（木）に世界糖尿病デー キャンペーンを行いました。

　血圧測定、血糖測定、健康相談やミニ講座に、外来患

者さん、近隣住民の方など、多くの方に参加していただ

きました。

　今後もキャンペーンを通し、糖尿病予防啓発活動に取

り組んでいきたいと思います。 ▲血圧測定、血糖測定 ▲ミニ講座「糖尿病にならないために」
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最新の医療機器を常に更新しています。
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日　時 テーマ 担　当

●時間 /14 時～ 1５時（13:40 開場）
●場所 /2 階  大会議室
●参加費 / 無料　
●申込み / 不要
※当日は直接会場まで
　　　　お越しください。

　月２回程度、糖尿病教室を開催しておりま

す。糖尿病に興味のある方は、どなたでもご参

加いただけます。

糖尿病専門医

1/ 12

1/ 23

管理栄養士（木）

（月）
理学療法士
糖尿病看護認定看護師

（月）12/19

糖尿病の食事　基礎編

糖尿病の合併症の話

日　程 ミニ講座の内容・担当者

費用
は

無料

当日
参加可

出入り
自由

お問い合わせ/がん相談支援センター
１階「売店」前です

にお立ち寄りください
　キャンサーカフェでは、がん患者さんやそのご家族の交流の場やミニ講座に加えて、個別相談もお
受けしています。薬のことや食事や栄養のこと、仕事や生活全般のことについて、ご心配なことやお
わかりにならないことなど、遠慮なくお尋ねください。

■時間 /14 時～ 16 時　ミニ講座 /14:30 頃予定（15 ～ 30 分程度） ■場所 /2 階  第 1･2 会議室 

1/29（金）

1２/22（木）

くすりの話し　　外来がん治療認定薬剤師　河西　良

今年を振り返って（ケーキとお茶でお話を）

　この冬、『マイコプラズマ肺炎』が流行しています。

　マイコプラズマ肺炎は数年に一度周期的に大流行する気道の感染症です。１８歳未満

の子供が多くかかる病気ですが、最近では成人や高齢者にも多く、学校や公共施設など、

ひとが多く集まる場所での集団発生も報告されています。その一方で、マイコプラズマ

肺炎は、感染、発症しても、速やかに適切な抗菌薬などで治療をすれば、ほとんどの場

合が治癒します。　

　当院には、綿棒による咽頭ぬぐい液を用いて、１５分程度で簡単に診断できる迅速抗原キットがあるので、

頑固な咳や発熱、倦怠感などがあれば、早めに呼吸器内科や小児科を受診して検査しましょう。

【12・１・２月の土曜診療日】
■受付時間■午前８時～午前10時30分　原則として予約診療はいたしません。

12月10・24日、 １月14・28日、 ２月25日

平成 28 年 12 月 2９日( 木 )～平成 29 年 1 月３日( 火 )は、年末年始につき休診とさせていただきます。

ただし、12 月 30 日 ( 金 ) は診療を行います。初診・再診に関わらず、当日受付順に診察を行います。

病  院

レストラン

売  店

28（水） 29（木） 30（金） 31（土） 1/1（日） ２（月） ３（火）

× × × ×△
休業 休業 休業8:00～17:00

８:00 ～ 10:30

病院直通バス 運休 運休 運休 運休土曜ダイヤ

４（水）

休業 休業

×

運休

（LO.16:30）

○

通常

通常

通常

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年 診 療 の ご 案 内末 年 始

※12／30(金)の診療体制 ＝【受付時間】8:00～10:30当日受付順。詳細は、各診療科の受付にお問い合わせください。

○

通常

通常

8:00～14:00
（LO.13:30）

通常営業（７:30 ～ 19:30）

2/24（金） がんと心　　　　臨床心理士　五十嵐　美代

（木）2/  ２

（月）2/ 13

糖尿病の運動

（月）2/ 27

血糖値の変動を知ろう
低血糖について

糖尿病の薬

糖尿病と歯、足の話

薬剤師

管理栄養士
糖尿病看護認定看護師

歯科医
糖尿病看護認定看護師

Ｑ．マイコプラズマ肺炎はどうやって感染するの？
Ａ．咳やくしゃみで感染する飛沫感染が主です。マスクや手洗いで予防しましょう。



　急に寒くなり、体調を崩しやすい天候ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

天候が大きく変わる春先、秋口には、天候に左右されたために生じる『気象病』が多くみられます。外来でも、喘息、

高血圧、感冒、インフルエンザなどの気象病にかかる方が多くなり、対処法を検討することが多くなります。大事

なのは、あたりまえですが、バランスの良い食事、寝る時間の一時間半前のゆったりした入浴、温度に合った布団

などがあげられます。厳しい気候を工夫して乗り切りましょう。

診療実績診療実績

ホームページもご覧ください http ://www.tokyorinkai . jp/

〒134-0086 東京都江戸川区臨海町 1-4-2 電話 03-5605-8811( 代表）FAX03-5605-8113日本私立学校振興・共済事業団

東京臨海病院

平成２８年10月の当院の実績は
以下のとおりです。

病床数：400 床

医師数（平成２８年10月1日現在）:  84 名

外来延患者数： 19,631 名

入院延患者数： 9,730 名

手術件数： 268 件

◆発行：東京臨海病院　◆発行責任者：小林　滋　◆編集：広報委員会・企画経営課

編集後記

電子カルテシステムをいちはやく導入し、安全安心な医療を提供しています。
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平　日 第２・４土曜時
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18

◎外来診療のない日（休日、第 1・３・
　５土曜日、年末年始等）は運行して
　おりません。
◎お問い合せ先
　京成バス株式会社 江戸川営業所
　TEL.03-3677-5461

江戸川スポーツランド行 江戸川スポーツランド行
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瑞江駅行

瑞江駅行
瑞江駅行

瑞江駅行
瑞江駅行

瑞江駅行

瑞江駅行
瑞江駅行

瑞江駅行

江戸川スポーツランド行

りんかいシャトル
のご案内
りんかいシャトル
のご案内

東京臨海病院発 → 葛西駅行
平　日 第２・４土曜時
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葛西駅発 → 東京臨海病院行

医療福祉相談室 発医療福祉相談室 発

東京臨海病院 クリスマスコンサートのお知らせ
2016年12月16日（金） pm4:30 ～　当院 1 階エントランスホール

●演奏者／沼田樹奈（ヴァイオリン）、吉田奈生（ピアノ）、藤原拓実（テノール）、水野楓子（ソプラノ）

●曲　目／クリスマスメドレー、アヴェ マリア、オーソレミオ、アメージンググレイス　他

※参加費無料、申込不要です。お誘い合わせのうえ、お気軽にご参加ください。

改正された育児・介護休業法が平成 29 年 1 月 1 日に施行されます。

今回はその中から『介護休業制度』に関する改正ポイントについてピックアップしてお伝えします。

介護休業制度の改正について介護休業制度の改正について

＊基礎知識＊
介護休業とは……労働者が介護を必要とする家族（対象家族：事実婚を含む配偶者、父母、子等の規定あり）を

　　　　　　　　介護するために取得する一定期間（ひとまとまり）の休暇。介護休業給付金の対象となる。

介護休暇とは……労働者が対象家族の介護や世話（通院の付き添いなど）をするために取得する単発の休暇。

　　　　　　　　有給か無給かは職場の就労規程等による。

●介護 ‘休業’ の分割取得
対象家族１人につき、通算 93 日まで、原則 1 回に限

り認められていたものが、通算 93 日まで、3 回を上

限として分割して取得可能になります。

★医療福祉相談室では、仕事を辞めて患者さんの介護に専念しておられるご家族や、日々葛藤を抱えながら仕事を続

けておられるご家族に多数お会いしています。今回の改正内容ではまだ不十分な点も多いと思われますが、これを機に、

もっとフレキシブルに制度が利用できるようになり、介護を理由に離職せざるをえない状況に追い込まれる方が減る

ことを願っています。

●介護 ‘休暇’ の取得単位の柔軟化
1 年に 5 回まで（対象家族が 2 人以上の場合は 10 日

まで）1 日単位で取得することになっていたものが、

半日（所定労働時間の１／２）単位で取得できるよう

になります。
●介護休業給付金に関する改定
雇用保険の被保険者が介護休業を取得する場合、一定

の要件を満たすと「介護休業給付金」が支給されます。

給付割合は本年 8 月より、４０％から６７％にすでに

引き上げられましたが、来年 1 月からは、分割して介

護休業を取得した場合でも、それぞれの期間に給付金

を受けることができるようになります。

●介護のための残業の免除等
対象家族 1 人につき、介護の必要がなくなるまで残業

の免除が受けられる制度が新設されました。また、介

護のための労働時間の短縮等の措置を職場に求めるこ

とができます。

 ちょっと気になる  こんな制度 ちょっと気になる  こんな制度ちょっと気になる  こんな制度


