


もの忘れ外来　通信

臨床心理士による心理判定をはじめました

小児科　部長
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　では、ポリオは根絶したのに、ワクチン接種は
必要ですか？世界にはまだ流行している国があり
ます。海外から入ってきたウイルスにより発病す
る可能性があります。ポリオワクチンの接種が終
わっていない場合には、自治体からの案内をご覧
になりワクチンを接種しましょう。

　９月１日からポリオワクチンが飲む生ワクチン
から、注射の不活化ワクチンに変わりました。頻
度は少ないながら、生ワクチンの接種でワクチン
が関連した麻痺を起こすことがあるためです。ポ
リオは、ポリオウイルスの感染により主に手足の
麻痺を起こす病気です。
　日本では約50年前に大流行があり、生ワクチ
ンの全国一斉投与により流行が急速に終息し、そ
の後生ワクチンによる定期接種が続けられてきま
した。そのため、国内ではポリオ感染者はいなく
なり、ポリオ根絶宣言がなされています。感染者
がいなくなったので、ワクチンの効果よりも副反
応が大きく注目され、不活化ワクチンへ変更され
ました。

ご存知ですか？ご存知ですか？

～小児科診察室から～～小児科診察室から～
不活化ポリオワクチン

定期接種がはじまりました

【予防接種外来】
・毎週火曜日、午後
・予約制ですので、希望日の前週木曜日まで
に予約をお取り下さい。
＜予約センター＞　☎0280－23－7117
　　　　受付時間　14：00～16：00

中島医師（左）、青栁医師（右）と
小児科外来スタッフ

　当院「もの忘れ外来」において、臨床心理士による心理判定を開始致しまし
た。医師と臨床心理士が連携することで、より的確な診断を行うことができる
ようになりました。
　不安を抱える方、またそのご家族様、ぜひ一度当院へご相談ください。

～認知症には「早期診断・治療と早期支援」が必要です～

認知症発見のチェックポイント

　受診を希望される方は、「もの忘れ外来」で予約をおとりください。
　受診時は、病歴や日常生活の状態が分かるご家族様もお越しください。

予約センター：☎0280－23－7117

　「たまに」同じことを言うというよりも、「しょっちゅう」同じことを言ったり聞いたりする

　「ときどき」探し物をするというより、「いつも」探し物をしている

　 人の名前がすぐでてこないのではなく、ヒントを言っても思い出せないことがある

　「食べたメニューを思い出せない」のではなく、「食べたこと自体を思い出せない」
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軟性白斑（綿花状白斑）

乳頭浮腫

出血 ※著しい小動脈狭細

高血圧と眼底検査

中心窩

黄斑

視神経乳頭
眼底写真

高血圧性網膜症の眼底写真

　眼底検査とは、眼底の血管、網膜、視神経を調
べる検査です。また動脈硬化の進み具合もわかり
ます。高血圧や糖尿病による血管の変化を見るう
えで欠かせない検査です。
　高血圧は血管の圧力が高まる病気で、血管が圧
力に耐えるために、動脈の壁が厚くなり、血液が
流れる管は狭くなります。網膜血管は体の中で唯
一肉眼で直接観察できるポイントです。

眼底とは
　眼球の内面の部分で、光や色を感じる網膜、網
膜が感じた情報を脳に送る視神経乳頭、網膜に栄
養を与える血管などがあります。眼底の中心部は
黄斑（おうはん）と呼び、視力を担う部分です。

　眼底での血管の変化は、全身の血管変化を反映
するため、動脈硬化・脳梗塞・心筋梗塞などの重
篤な病気の予測に役立ちます。

高血圧性網膜症の早期発見と治療法
　高血圧性網膜症とは、長期的に高血圧状態が続
いた場合、徐々に網膜の血管に損傷を与えていく
病気です。これは自覚症状などの症状はほとんど
感じることがなく進行していきます。健康診断な
どの眼底検査で早いうちに変化を発見できれば、
視力障害の発生を未然に防げます。
　眼科で定期的な眼底検査を受けるとともに、内
科では高血圧症の治療を受けます。内科的な高血
圧の治療が、目の治療になります。

（検査技術課　視能訓練係）

今号のテーマ“高血圧”

について、私たち視能訓

練士が眼底検査からの視

点で紹介します。

40歳になったら目の検査を
　また、緑内障も知らぬ間に進行している場合が
あります。40歳以上の人口のうち５%の方が緑内
障にかかっていると言われています。40歳になり
ましたら、目の検査を受けましょう。早期発見が
何より大切です。
　「目は口ほどに物を言う」「現代社会80%の情
報が目から入る」と言われています。目でお困り
の方は何でもご相談ください。

目の病気といえば…

　少し前までは結膜炎・ものもらい・白内障（白
そこひ）・緑内障（青そこひ）・網膜症（黒そこ
ひ）でしたが、最近では、ドライアイ・眼精疲労
などの病気も増えています。

診療体制と治療方針は
　当院では、常勤医師１名・非常勤医師３名（全
員が日本眼科学会認定眼科専門医）、視能訓練士
２名の体制で、眼科一般疾患の他、視能訓練士と
ともに小児眼科（斜視・弱視など）に積極的に取
り組んでおります。
　病気によっては、レーザー治療・手術が必要な
場合もあります。手術としては、白内障・緑内
障・眼瞼下垂・斜視・内反症（さかさまつげ）・
目のまわりの腫瘍の切除などを行っております。
　糖尿病の患者様は、糖尿病網膜症により知らぬ
間に眼底出血をおこし、失明されてしまう方がお
られます。早期発見によりレーザーで進行を止め
ることができる場合もありますので、必ず眼科を
受診してください。

眼科　部長
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眼　科
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　大変な猛暑の夏でしたが、熱中症の予防はいか
がでしたでしょうか。そろそろ気温が下がると今
度は血圧上昇が心配になります。

口から入った食塩はどこにいく？
　さて、口から入った食塩は体のなかでどうなる
のでしょうか。口から入った食塩はほぼ100％腸
から吸収されます。その後、血液などの細胞の外
側にある体液の成分となり、ほとんどが腎臓から
体外へ出されます。発汗の多い季節を除いて、汗
や便へ出る食塩はごくわずかです。ですから、熱
中症予防に夏に多めに摂っていた食塩量をそのま
まにしていると、腎臓に負担がかかってきます。

高血圧と食塩の関係
　取り込まれた食塩を腎臓から排泄するにはある
程度の血圧が必要です。しかし、高血圧になると
同じ食塩を排泄するのにより高い血圧が必要と
なってくるといわれています。たとえば毎日12g

程度の食塩を食べていても正常だった血圧が、糖
尿病や加齢などによる動脈硬化や肥満などが出て
くると、収縮期の血圧が140、150とだんだんに
上昇していきます。ここで摂取する食塩を10g、
８gと減らすと、排泄しなければならない負荷が
減るので、血圧もあまり高くならずにすむので
す。このように、食塩をたくさん摂ると血圧が上
昇することを、“食塩感受性を獲得する”といい
ますが、高血圧の方が全員食塩感受性を持つわけ
ではありません。しかし、食塩の過剰摂取は血圧
の変化とは無関係に心臓、腎臓、血管などを傷害
するため、高血圧の患者さんは一律に減塩が奨励
されています。

食塩相当量の表示も参考に
　ここで塩、しお、シオのおはなし⑴のお話に
戻って、またコンビニをのぞいてみましょう。最
近の表示ではナトリウム量だけでなく、食塩相当
量も表示されている製品が増えてきました。ぜひ
参考にしてください。

副院長
腎・高血圧科
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塩、しお、シオのおはなし⑶
～高血圧と食塩～
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高血圧対策　食事編 おいしく減塩にチャレンジ！

鮭のマリネ風
おぶちゃんのおすすめ減塩レシピ

　平成24年9月末日現在で、当院にお寄せい
ただいた義援金は、

2,316,062円 となりました。
　たくさんのご協力ありがとうございます。

仲内　才市　 様

東日本大震災義援金のご報告

当院へのご寄付（金一封）
ありがとうございました　平成24年10月から小児輪番を開始いたし

ます。10月から12月の担当日は以下の通り
です。それ以降は、当院もしくは古河市の
ホームページをご覧ください。

　担 当 日：10月５日㈮、10月19日㈮
 11月２日㈮、11月16日㈮
 12月14日㈮

　診療時間：18：00～23：00
　※お薬手帳をお持ちの方はご持参下さい。

小児科救急診療のお知らせ

　平成24年９月５日
㈬～９月８日㈯の４
日間、兵庫県災害医
療センター等で行わ
れた日本ＤＭＡＴ研
修会に参加しました。

　ＤＭＡＴとは、「災害急性期に活動できる
機動性を持ったトレーニングを受けた医療
チーム」と定義されており、災害派遣医療
チーム（Disaster Medical Assistance Team）の
ことです。
　当院からは、１チーム（医師１名、看護師
３名、調整員１名）が参加しました。

日本ＤＭＡＴ研修に
参加しました

材料（４人前）

・鮭 ４切れ

・じゃがいも 大１ケ

・たまねぎ 中１ケ

・にんじん 100g

・サラダリーフ １パック

　（カイワレ、サラダ菜等)

・塩、コショウ 少々

・小麦粉 適量

・油 適量

・プチトマト 適量

【作り方】

❶鮭は皮、骨を取り除き、５切れ位にそぎ切りし、塩コショウをする。

❷じゃがいもを千切りにして水にさらす。

❸人参を千切り、玉葱をスライスする。

❹ドレッシングを作る。

❺②を沸騰した湯の中に入れ再沸騰したらざるに取り水にさらし、冷えたら水気を切る。

水気を切ったじゃがいもをドレッシング（大さじ２杯）で和える。

❻ボールの中でにんじん、たまねぎをドレッシングで和える。

❼鮭に小麦粉をまぶし、熱したフライパンに油を敷き両面をきつね色に焼く。

❽⑥に⑦を入れて味を滲み込ませる。（鮭に味を滲み込させるためにはボールの下部に鮭

を入れ野菜を上にする）

❾サラダリーフ（盛りつけ用野菜）を薄く平らに並べ、⑤、鮭、野菜の順に盛り付ける。

鮭の栄養効果
　鮭には「ＤＨＡ」・「ＥＰＡ」が多く含まれてお
り、動脈硬化・脳梗塞・糖尿病など生活習慣病（成
人病）予防効果があると言われています。加えて、
コレステロールの代謝促進や肝臓機能効果に優れた
効果を発揮するタウリンが豊富です。
じゃがいもの栄養効果
　じゃがいものビタミンＣは熱に強く加熱しても壊
れにくく、がん、高血圧・心筋梗塞などの成人病の
予防や、美容に効果があります。また、カリウムを
多く含み、体内のナトリウム量を調整し、高血圧を
予防したり、利尿作用によりむくみを改善する効果
があります。
※腎機能が低下したり腎不全がある場合は、カリウ
ムの接種を制限する場合があります。　  （栄養課）

≪ドレッシング≫

・レモン汁 大さじ６杯

・グレープシードオイル 大さじ８杯

・塩 小さじ１/３

・黒コショウ  適量

・ベーリーフ １枚
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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

再診

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

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

午前 － 浅野 － 本間 秋元 －

午後 － 浅野 － 本間 本間

内分泌
糖尿病科

午前 齋藤 － － － 齋藤 齋藤

午後 齋藤・矢部 － － － 齋藤

呼吸器
内科

午前 － － 澤幡 － 水品 －

午後 － － 石井 簗瀨 水品

神経内科
（もの忘れ外来）

午前 － 手塚 － 神経内科医 近藤（総） －

血液内科 午前 － 鈴木 － － 鈴木 －

アレルギー
リウマチ科

午後 － 岩本 － － －

生活習慣病科
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・小泉

担当医 担当医 担当医

再診 近藤 近藤・柏井 松本 担当医 担当医

肛門・乳腺 初診・再診 午前 近藤 近藤 近藤・小泉 － 担当医 担当医

整形外科

初診（電話予約なし）

午前

担当医 担当医 担当医 担当医 担当医 担当医

再　　診

黒田 大野 鯵坂

大野

荒井小林
（1.3.5週のみ）

午後 － － －
小倉

（2.4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 完全予約制
午前 中島・青栁 中島・青栁 中島・青栁 中島・青栁 中島・青栁 中島・青栁

午後 予防接種 乳幼児健診・予防接種相談

泌尿器科

初診・再診 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

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

（受付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10月12日発行　雪華～ゆきはな～ 第４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10月１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】


