


　当院の小児科はしばらく休止されていたので、
安全な医療を行うには、様々な整備が必要で
す。そのため、４月の外来は、紹介状をお持ち
の方のみとさせていただきました。５月14日
からは、午前のみの「予約制」になりますが、
紹介状のない方でも診療させていただきます。
また、予防接種、乳児健診の外来を開設いたし
ます。
　予約以外の診察や夜間・休日などの救急外来
診療は、まだしばらくお休みさせていただくため、
ご不便をおかけしますが、地域の皆様に信頼し
ていただき、お子さんとそのご家族のより良い
サポートができる小児科を目指して、スタッフ
一丸となって頑張りますので、よろしくお願い
します。

　４月より小児科が再開され、栃木県の自治医
科大学から来た２名の小児科医が担当していま
す。今後、古河日赤の一員として、地域のお子
さんたちの健やかな成長のお手伝いをしていき
たいと思いますので、よろしくお願いします。
　私たちの専門は、こどもの腎臓病で、学校検
尿で血尿や蛋白尿などを指摘されたお子さん、
腎炎、ネフローゼ症候群、腎盂腎炎などの診療
が中心ですが、腎臓病に限らず、喘息の継続的
な治療やその他の慢性疾患の治療、急性の感染
症の治療などを行う予定です。
　現在は、医師は私たち２名ですが、徐々に心
臓や神経の専門の医師の診療ができるようにし
たいと考えています。また、さらに高度な検査
や治療が必要な場合には、自治医大はじめ高度
医療機関へご紹介いたします。

小児科　部長

中
なか

島
しま

　尚
なお

美
み

 医師

出　　身…鹿児島県
趣　　味…旅行
好きな食べ物…チョコレート・パスタ料理

【予約センター】　0280－23－7117

５月14日㈪から、午前のみの予約制として
紹介状のない方も診療を開始致します

予防接種外来・乳幼児健診の外来を開設します
・いずれも完全予約制ですので、予約センターで予約してください。
・予約受付時間　14：00～16：00

【予防接種】
・５月１日㈫から毎週火曜日午後
・希望日の前週木曜日までに予約してください。

【乳幼児健診】
・５月10日㈭から毎週木曜日午後
・前日までに予約してください。
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リハビリテーション部副部長

整形外科

黒
くろ

田
だ

　雅
まさ

大
ひろ

 医師

専門分野…関節外科
出　　身…栃木県
趣　　味…読書
好きな食べ物…焼き肉
最後に一言…４月23日から赴任してまいりました。
よろしくお願い致します。

内分泌代謝科

齋
さい

藤
とう

　新
しん

介
すけ

 医師

専門分野…代謝内分泌
出　　身…埼玉県
趣　　味…サイクリング
好きな食べ物…果物
最後に一言…早くとけ込めるようにがんばります。
よろしくお願いします。

外科 副部長

松
まつ

本
もと

　志
し

郎
ろう

 医師

専門分野…消化器外科
出　　身…高知県
趣　　味…ドライブ
好きな食べ物…焼き肉
最後に一言…病気のこと、生活のこと、何でもお気軽に
相談してください。患者さんの立場に立って一緒に考え
させていただきます。

小児科

青
あお

栁
やぎ

　順
じゅん

 医師

専門分野…小児科一般、小児腎臓病学 
出　　身…神奈川県
趣　　味…スポーツ観戦
好きな食べ物…とんこつラーメン
最後に一言…小児科の立ち上げにベストを尽くしたいと
思います。色々とご迷惑をおかけすると思いますが、
ご指導の程よろしくお願い申し上げます。

消化器内科

高
たか

岡
おか

　良
よし

成
なり

 医師

専門分野…消化器内科
出　　身…神奈川県
趣　　味…旅行　／好きな食べ物…穴子
最後に一言…この度４月から古河赤十字病院に赴任して
きました高岡です。病気のことで悩んでいましたら少し
でも力になりたいと思いますので、どうぞよろしくお願
い致します。

外科

高
たか

橋
はし

　大
だい

二
じ

郎
ろう

 医師

専門分野…外科
出　　身…栃木県
趣　　味…特になし
好きな食べ物…カレー
最後に一言…まだ右も左もわからない駆け出しですが、
何卒よろしくお願いします。
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　春は季節の変わり目。体調の変化にも気をつけたいものです。今号は春の

健康特集として、高血圧と深い関係のある塩分について、実践編として血液

サラサラの簡単レシピと健診のススメをご紹介いたします。

　「血圧が高いから減塩しなさいと言われてます」、
「熱中症にはスポーツドリンクがいいんだよな」、
「海水と人体の塩分濃度は同じだよ」などなど塩
についてはみなさんいろいろ聞かれていると思い
ますが、これらは正しいのでしょうか。

食塩とナトリウムの関係
　さて、医学領域での塩とは主に食塩（塩化ナト
リウム）を指します。最近はスーパーやコンビニ
で販売される食品には栄養成分表示がされていま
す。でもカロリーやタンパク質、脂質の量は表示
されていますが、食塩あるいは塩化ナトリウムと
は書いてありません。厚労省の「日本人の食事摂
取基準」では摂取必要なミネラルの一つとしてナ
トリウムが記載されています。そのため、店頭の
栄養成分表示もナトリウムとして記載するよう決
められています。しかし、通常の食事による主な
ナトリウムの摂取源は食塩（塩化ナトリウム）で
あることから、一般的には食塩量が用いられるこ
とが多いのです。
　では、ナトリウムと食塩の量はどういう関係に
あるのでしょう。

となります。これは食塩とナトリウムの分子量か
ら導かれる関係式です。

　ちなみに、お昼に食べたカップ麺には１食あた
りナトリウム960 ㎎と表示されていました。これ
は、960×2.54＝2438.4 ㎎、つまり約2.4ｇの食塩
が含まれているということになります。

一日に必要な塩分量とは 
　ところで、ヒトは一日どのくらいの食塩が必要
なのでしょうか。先ほどの「日本人の食事摂取
基準」では食塩量として1.5ｇ／日となっていま
す。平成17年及び 18年国民健康・栄養調査では
成人の食塩摂取量（中央値）は男性で11.5ｇ／日、
女性で10.0ｇ／日と報告されていますから、日本
人はカロリーや脂質ばかりでなく、食塩もまだま
だ摂りすぎということになります。
　2010 年から５年間の目標として、

が示されていますから、食品に表示されている値
を参考にして、上手に減らしていきましょう。
　さて、最初にあげた疑問についてはまたの機会
に検討していきます。

副院長
腎・高血圧内科
本間　寿美子

食塩（ｇ）＝ナトリウム（ｇ）×2.54

（男性）9.0 g/日未満　（女性）7.5 g/日未満

塩、しお、シオのおはなし
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　ＥＰＡ（ＩＰＡ)・ＤＨＡが豊富な食材を使っ
てメタボリックシンドロームの予防や、改善をし
てみませんか。

「ＥＰＡ」が６倍になるこれからがオススメ 
　今回は、初夏から夏が旬の「鰯」を使った料理
をご紹介いたします。昔から梅雨時の鰯は栄養が
豊富と言うことはよく知られているところです
が、春（３～４月）に比べ、６月～７月はＥＰＡ
の含有量が６倍に増えます。
　鰯の油に含まれる「ＥＰＡ」は、血液中のコレ
ステロールや中性脂肪を下げ、血が固まるのを防
ぐ力があります。また、ＥＰＡの効果により血管
を拡張させ血圧を下げる働きがあると言われてい
ます。血液中の中性脂肪を、ただやみくもに減ら
すのではなく、健康維持に適正な範囲に保つこと
が重要です。動脈硬化や、循環器系の病気の予防
や改善には最適な食材といえます。

オイルでさらにおいしく健康に
　今回、鰯だけではなく、グレープシードオイル
やオリーブオイルを使用しています。グレープ

シードオイルは、コレステロールゼロ、ビタミン
Ｅ・ポリフェノールがオリーブオイルの２倍含ま
れているようです。ビタミンＥやポリフェノール
には優れた抗酸化作用があります。体内の活性酸
素を除去する効果が期待でき、動脈硬化や、高脂
血症、糖尿病、心臓病予防などに効果が期待でき
ます。
　また、グレープシードオイルのリノレン酸は、
血中のコレステロール値を下げる働きがありま
す。動脈硬化予防に効果的で、心筋梗塞予防、高
コレステロール血症予防、コレステロール系胆石
症予防といった効果も期待できます。オリーブオ
イルに含まれるオレイン酸は、悪玉コレステロー
ルだけを低下させる働きがあり、胃酸分泌を調整
し腸の働きを活発にします。グレープシードオイ
ルやオリーブオイルを併せて使用することにより
効果が期待できます。ただし、どちらも油です。
摂取のしすぎには注意して下さい。

　食事だけではなく適度な運動をすることがとて
も大事です。食事、運動、休養をお忘れなく。
 （栄養課長　小吹　良典）

いわしのマリネ風レシピ
材料（４人前）

・いわし ８尾
・塩、コショウ 適量
・片栗粉 適量
・カラーピーマン ３個
・プチトマト ８個
・サラダ菜 ８枚
・グレープシードオイルまたは
　オリーブオイル 適量
【ドレッシング】

・レモン汁 大さじ２
・グレープシードオイルまたは
　オリーブオイル 大さじ２
・塩 小さじ１／３
・コショウ 少々

❶いわしを三枚おろしにし、片面に塩
コショウをする
❷❶に片栗粉を薄くつける
❸カラーピーマンは５㎜角に切って、
さっとゆでる
❹フライパンを熱して、グレープシー
ドオイルまたはオリーブオイルを多
めに入れて、いわしを両面に焦げ目
がつく位、中火で焼く
❺お皿にサラダ菜をしき、いわしを盛
り付けてカラーピーマンをのせる
❻ドレッシングをかけて、プチトマト
を飾る

　細かくたたいた梅干しをドレッシングに入れたり、水菜や大根おろしをのせてもおいしくいただけます。

～ワンポイントアレンジ～

春
こ
そ　

脱
メ
タ
ボ

春
こ
そ　

脱
メ
タ
ボ
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　「メタボリックシンドローム」という言葉、近頃
ではかなり浸透したのではないでしょうか。
　特定健康診査と共に皆さんの身近なところでよく
聞かれるようになりました。
　特定健康診査が施行されて早くも４年が過ぎ、毎
年受診されている方も多いと思います。

生活習慣病を予防するために 
　メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）と
は、内臓脂肪型肥満に加えて、高血糖、高血圧、脂
質異常のうちいずれか２つ以上をあわせもった状態
のことです。
　肥満ということなので、特に痛いなどの不快な症
状はありません。しかし、内臓脂肪型肥満の状態が
長年続くことにより、生活習慣病（がん、虚血性心
疾患、脳血管疾患、糖尿病など）の発症の原因とな
ります。ですから生活習慣病予防のために健康診断
を行います。
　その健康診断の項目に腹囲が必須項目となってお
り、おへその高さで水平に計測した値が、男性85㎝
以上・女性90㎝以上で、さらに血糖・脂質・血圧

のいずれかが基準値を上回った場合にメタボリック
シンドロームに該当します。また、肥満の判定基準
であるＢＭＩの値（正常値：22－25）が25以下で
もメタボリックシンドロームであったり、喫煙で脂
質代謝異常や高血圧が引き起こされることが知られ
ています。ただ単に腹囲の値だけでメタボリックシ
ンドロームになるわけではありません。 
　ここでメタボリックシンドロームと判定された方
には、特定保健指導が実施されます。特定保健指導
では、個人のさまざまな生活習慣を改善していくた
めに具体的な目標を立て、できるところから実践し
ていけるようにサポートします。 

まずは健康診断へ 
　自分が『毎日食べ過ぎているな』、『運動不足だな』
と感じていても、改善に向けた行動をとることがで
きないと悩んでいる方が多いです。
　特定健康診査受診券がご自宅に届きましたら、私
どもの健診センターで、特定健康診査をお受けくだ
さい。

（管理栄養士　森戸　広子）

【お問合せ】　古河赤十字病院 健診センター　13：00 ～ 16：00　0280－23－7070（直通）

メタボリックシンドローム診断基準
チェック

！
チェック

！

内臓脂肪の蓄積

へその位置で計測した腹囲

男性：85㎝以上

女性：90㎝以上

脂質異常
中性脂肪 150㎎／㎗以上
ＨＤＬコレステロール 40㎎／㎗以上

のいずれかまたは両方

高血圧
最高（収縮期）血圧 130㎜Hg以上
最低（拡張期）血圧 85㎜Hg以上

のいずれかまたは両方

高血糖

空腹時血糖値 110㎎／㎗以上

右
の
３
つ
の
う
ち
２
つ
以
上
該
当

（参考：厚生労働省）

ＢＭＩ計算方法

ＢＭＩ＝体重（kg）÷（身長（ｍ））2

（例）身長165㎝体重70kgの場合
ＢＭＩ＝70÷（1.65×1.65）＝25.71
ＢＭＩは約25.7となります。
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日　時

第１回　救急法講習会
（９：00～16：00）

1日目： 6月20日㈬

2日目： 6月27日㈬

3日目： 7月 4日㈬

第２回　救急法講習会
（９：00～16：00）

1日目： 9月26日㈬

2日目：10月 3日㈬

3日目：10月10日㈬

救急法継続講習会
（９：00～15：00）

６月16日㈯

日　時

Ａコース：健康な高齢者をめざして 10月 5日㈮

Ｂコース：介護の基本 10月12日㈮

Ｄコース：日常における食事・排泄
の介護

10月26日㈮

災害時高齢者支援短期講習会 H25年１月25日㈮

日　時

１日目：７月５日㈭

２日目：７月12日㈭

３日目：７月19日㈭

平成24年度 赤十字講習会のご案内
目の前に助けを必要としている人がいた時、あなたは…

　日本赤十字社ではみなさまが安全で健康な生活が営めるように、各種講習会を実施しています。
　体験形式ですので、実践的な知識と技術を身につけられます。古河赤十字病院では、下記の３つの
講習が受けられます。皆様のご参加をお待ちしております。

　日常生活における事故防止、手当の基本、人工
呼吸や心臓マッサージの方法、ＡＥＤ（自動体外
除細動器）の使い方、けがの手当、搬送、災害時
の心得などについて習得できる３日間の講習です。

救急法
　健やかな高齢期を迎えるために必要な健康増進
の知識や高齢者の支援・自立に向け役立つ介護技
術を習得できます。コースによって内容が違いま
すのでご希望のコースを選択して下さい。
※Ｃコース：日常における清潔の介護は、日本赤 
十字社茨城県支部で受講できます。

健康生活支援講習（13：00～15：00）

　こどもに起こりやすい事故の予防とその手当、
病気の対応の仕方を実技を交えて習得します。
　３日間の講習です。

幼児安全法（９：30～16：00）

【お申込み・お問合せ】古河赤十字病院　看護部　0280－23－7109（直通）

　５月８日は世界赤十字デー、毎年５月は「赤十字
運動月間」。日本赤十字社の活動を資金面から支え
る「社員」への参加を広く呼びかけています。
　日赤は、東日本大震災の発生後直ちに全国から多
数の医療救護班を被災地へ派遣してまいりました。
これらの活動は、「社員」の皆様から寄せられる「社費」
によってまかなわれています。
　社員とは日赤が国内外で取り組むさまざまな人道
的活動や、赤十字の理念・活動に賛同し、年間500
円以上の資金協力をしていただく方のことです。
　日赤が力強い支援活動を継続していけるよう、１人
でも多くの方々の「社員」参加をお願い致します。
【お問合せ】

お住まいの市町村役場の赤十字担当窓口
もしくは

日本赤十字社茨城県支部（担当：組織振興課）
（☎029－241－4516）

　東日本大震災義援金へ多くの皆様から温
かいお気持ちをお寄せいただき、ありがと
うございます。
　平成24年３月末日現在で、当院にお寄
せいただいた義援金は、

2,247,114円となりました。
　引き続き、平成24年９月30日まで義援
金の受付を行っております。今後もご協力
をよろしくお願い致します。

猪瀬　光子　様　　　山中　弘　様

義援金の報告赤十字運動月間

当院へのご寄付（金一封）
ありがとうございました
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診　療　科 診　療　日 月 火 水 木 金 土

内　科

一般内科
初診及び
予約なし

午前 初診担当医 初診担当医 初診担当医 初診担当医 初診担当医 初診担当医

循環器内科 予約

午前 青木 上野 青木 國友（血管外科） － 青木

午後 青木 上野

青木

－ －吉永（血管外科）／
坂東（月１回）
（血管外科）

消化器
肝臓内科

予約
午前

大橋又は當摩
（週交代）

大橋 － 當摩・竹澤 －

礒田

當摩（第１週）

竹澤（第３週）

午後 － 大橋・高岡 － － －

腎・高血圧科 予約
午前 － 浅野 － 本間 佐々木 －

午後 － 浅野 － 本間 本間

内分泌
糖尿病科

予約
午前 齋藤 － － － 齋藤 齋藤

午後 齋藤・矢部 － － － 齋藤

呼吸器内科 予約
午前 － － 澤幡 － 水品 －

午後 － － 石井 簗瀨 水品

神経内科
（もの忘れ外来）

予約 午前 － 手塚 － 神経内科医 近藤（総） －

血液内科 予約 午前 － 鈴木 － － 鈴木 －

アレルギー
リウマチ科

予約 午後 － 岩本 － － －

生活習慣病科 予約
午前 － － 浅野 浅野 －

午後 － － 浅野 － －

外　科
外科一般・
消化器・漢方

初診
午前

担当医 担当医
近藤・志村

担当医 担当医 担当医

予約 近藤 近藤・柏井 松本 志村 志村

肛門・乳腺 予約 午前 近藤 近藤 近藤・志村 － 志村 近藤・志村

整形外科

初　　診

午前

担当医 担当医 担当医 担当医 担当医 担当医

予　　約 黒田 大野 鯵坂

大野

荒井小林
（1.3.5週のみ）

形　成　外　科 午前 － － 米村 － － －

脳　神　経　外　科 午前 山田 篠田 橋本 篠田 山田 山田

小児科
予　　　約 午前 担当医 担当医 担当医 担当医 担当医 担当医

完全予約制 午後 予防接種 乳幼児検診

泌尿器科

初診・予約 午前
松崎

（受付11時まで）
遠藤 遠藤 中條 遠藤 遠藤

受付　12：30～15：30
診察　13：00～

午後 － － 鷲野 － －

眼　科

電話予約なし 午前 横田

横田 横田

十亀
横田

（受付11時まで）
横田木村

第2・4週のみ
－

受付12：30～15：30
診察14：30～

午後 － － － 横田
鈴木

第2・4週のみ

ペインクリニック
（電話予約なし）

初診は
11：00まで

午前
加瀬

（10時まで）
－ 篠崎 － 加瀬 －

婦人科
受付終了（火・土）10：30
　　　　（水）11：00

午前 － 松原 指田 － － 松原

受付　12：30～15：00 午後 － － 指田 － －

皮　　膚　　科 完全予約制 午後 髙塚 － － －
自治医科大
派遣医師

耳　鼻　咽　喉　科 完全予約制

午前 － － － － －
自治医科大
派遣医師

午後
自治医科大
派遣医師

－ －
自治医科大
派遣医師

自治医科大
派遣医師

茨城県古河市下山町1150番地　☎0280－23－7111㈹　FAX0280－23－7120

■2012年５月14日発行　雪華～ゆきはな～ 第２号　　■発行責任者：篠田宗次　　■編集：古河赤十字病院　広報委員会

予約センター 0280-23-7117

外来診療担当表
■受付時間　８：00～11：30（一部診療科を除く）　第２・第４土曜日：休院
■面会時間　平日14：00～19：00　　休院日10：00～19：00 （平成24年５月14日現在）

※カウンセリング（臨床心理士）月曜日　予約制

【通常予約８：00～16：00（土曜12：00まで）／当日予約 ８：00～10：30】


