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「こどもの胃腸炎では経口補水が大事！」
小児科専門科長 長谷川 誠
わざ

お家でも役立つ病院の技
患者さんのサポーターを目指して No.3

おすすめメディカルレシピ
読者アンケートご協力のお願い
“はなまる”を頂きました！
第６次整備事業 まめNews
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新春のご挨拶
謹んで初春のお慶びを申し上げます。
平成二十七年は筑波メディカルセンター病院が開院して丁度三十年の節目にあたり、
それを目途として計画さ
れた第六次整備事業により、新入院棟である３号棟が９月に開棟します。医療安全、感染対策に配慮し居住性
が向上した多床室、
最新の施設基準に適合した集中治療室(ＩＣＵ)、入院前から退院後までの包括的な情報
提供を目的とした周療期支援ステーション(周療期ＳＳ) さくら 、療養環境が充実した新緩和ケア病棟(ＰＣＵ）
の設置など、新世代の病院に相応しい施設がオープンします。
８月には地域の皆様に向けたオープン・
ホスピタルも予定していますので、是非お越し下さい。
その後も高機能手術室増設、
１号棟改修などの工事が継続され、皆様にご迷惑ご不便をおか
けいたしますが、
ご理解を賜れれば幸甚に存じます。

病院長
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こどもの胃腸炎では
経口補水が大事！
小児科専門科長

おうと

副作用としては、
まれにアレルギー反応の発疹を

嘔吐を繰り返したらどうする？

受診する目安はどんな症状？

嘔吐しているときは具合が悪そうであせってし

経口補水がうまくいかなかったときや尿が12時

きたす場合があります。
五苓散はドラッグストアな

まいがちですが、
まず、
吐くのが落ち着いたらOS-1

間くらいでていないようなときには脱水の診断と

どで手に入りやすい薬ですが、
漢方薬だから安全と

などの経口補水液を1回2～3ccのわずかな量から

治療のため受診が必要です。
また、
高熱・頭痛・強い

いうことはなく、
自己判断で服用する場合は添付の

数分毎に飲ませることが大切です。
くれぐれもゴク

腹痛・血便を伴っているときは、
胃腸炎以外の重大

説明書の用法にのっとって、
かつ1回だけの内服に

ゴク飲んでしまわないように（嘔吐につながりま

な病気の可能性もあるため受診が必要です。息が

留めるべきと思います。

す）。ティースプーン1杯は5cc、ペットボトルの

ハーハーとはやくて口がかわいていて手足が冷た

キャップ1杯は7.5ccくらいですので、
それよりも少

くて眠りがちのようなときは危険な状況であり、

下痢を止める強い薬は使いません

ない量からはじめます
（図１）
。
経口補水液を飲んで

すぐに急速な点滴が必要です。もしも点滴で脱水

胃腸炎の初期症状は数日以内の嘔吐ですが、
下痢

くれないという場合は、
味噌汁の上澄みを2～3倍く

がよくなり経口補水が可能となれば、すぐ経口補

は1週間くらい続くこともあります。
ロタウイルス

らいに薄めたものを口にした方が全く飲まないよ

水を開始します。

腸炎はけっこう下痢がひどくて発症後何日かかけて
ジワジワと脱水が進行することがあり、
経口補水液

りはよいかなと個人的には思いますが、
ガイドライ
ンでは認められていません。
腸からの吸収が一番よ

吐き気止めの薬は慎重に

が有効です。
下痢のときに、
食事やミルクを止めるよ

く作られている経口補水液をおいしくない薬だと

吐き気止めの薬の効果は過度に期待してはいけ

うに指示される場合がありますが、
ガイドライン上

思って、
1回量はほんの少量ですから、
がんばって飲

ません。
効かないこともあることは承知の上で、
他

はふだん通り食べた方がよいとされています。
刺激

むのが良いということでしょう。
経口補水液は家に

に良い対応策がない場合に処方します。吐き気止

の強い香辛料や油の多いものを避け、
少量の食事を

常備しておくとよいでしょう。

めとしてよく処方されるナウゼリン坐剤ですが、

することは、
回復を早める上でよいことと思います。

解熱剤のようにすぐ効くわけではなく、①内服薬

下痢には整腸剤がよく処方されますが、
下痢を止

よりも薬の量が多く設定されていて血中濃度が高

める強い薬ではありません。
ロペミンやアドソルビ

くなり、②点滴投与されるプリンペランという薬

ンやタンナルビンという名の薬は下痢を止める強

こどもが急に吐いて、吐いた後に飲んだらまた

と同様に手足が震えて勝手に動いてしまうような

い薬ですが、
胃腸炎のときには投与を避けるべきと

吐く、
の繰り返し…、
胃腸炎の典型的な初期症状で

副作用が稀にありうる点が心配です。ヨーロッパ

ガイドラインでは書かれています。
下痢は止めるの

す。熱ならば自宅で解熱剤を使って様子をみるこ

では心室性不整脈や突然死の副作用が高齢者で報

ではなく、
出た水分を補うことが治療なのです。

はせがわ

長谷川

まこと

誠

図１ 胃腸炎のときの水分のとらせ方のコツ

ともできますが、吐き気の薬は常備していること

告され、
用量や投与期間など注意が必要です。
ナウ

も少なく、
顔色は悪くみえるし、
心配で受診しよう

幼
幼児はスプーン
を
を使って飲ませる

と思うのは当然でしょう。

ゼリンは座薬よりも内服薬の方が少ない投与量の

ロタウイルスワクチンは受けましょう

ため安全だと思います。

胃腸炎の原因ウイルスとしては、
ロタウイルスと
ノロウイルスが多く、秋から春にかけて流行しま

胃腸炎には水分補給が一番なのですが、このよ
うなときに効率的に飲ませる方法がありますの

漢方薬が吐き気に有効かも

す。
それぞれのウイルスに対する特効薬はありませ

で、胃腸炎に対する薬物治療の話といっしょにご

海外のガイドラインには記載されていません

んが、
ロタウイルスワクチンが乳児の予防接種とし

ごれいさん

紹介させていただきたいと思います。

胃腸炎の 診療ガイドライン

て選択できるようになったことはとても喜ばしい

されています。
約1/4～1/2包を20ccくらいのお湯

ことです。
高額で、
初回の接種が生後15週までとさ

で溶いて、経口補水のように2～3ccずつ飲ませる

れていることが難点ですが、
有効率はかなり高いの

のが基本です
（表１）
。
苦味もあるので大変ですが、

で、
対象者の方は是非受けてください。

基本的に、
胃腸炎は重度の脱水にならなければ

味はあたたかいココアと混ぜるとましになりま

投薬しなくても自然に良くなることが多い性質の

す。浣腸のように肛門から水に溶いた五苓散を注

病気ですので、
薬や点滴の適応はよく考えなけれ
ばいけないかもしれません。
胃腸炎にどのような
治療が有効なのかを表した診療ガイドラインが海
外には存在し、
日本でも小児の胃腸炎のガイドラ
インを作成中と聞いています。
その作成中のガイ
ドラインの内容とここで私が述べることにわずか
な相違があるかもしれないのですが、
ご了承くだ
さい。
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赤ちゃんは
んは
スポイトを
使って飲ませる
ませる

が、漢方薬の五苓散が胃腸炎の吐き気に有効だと

① 飲み物はOS-1、アクアライトORSがよい。
アクアライトが次によい。

② はじめは、スポイトや小さいスプーンで1回2〜3cc
を、
数分おきに。
（ちなみにペットボトルのキャップ1杯は7.5cc）

③ 1回量を少しずつ増やして、4時間で体重1kgあたり
50ccを目標とする。
（途中で数回くらい吐いてもあきらめない）

腸する方法が有効ともされていますが、手間がか
胃腸炎の発病初期に病院を受診しても残念なが

かるため実際には困難です。

ら効果的な治療はありません。
「早めに医療機関を

ごれいさん

表１ 五苓散の用量の目安
年齢
成人
7歳〜15歳未満
4歳〜7歳未満
2歳〜4歳未満
2歳未満

1回量
1包
2/3 包
1/2 包
1/3 包
1/4 包

受診しましょう」
というようなアドバイスをよく聞
きますが、
吐いたときにはまず経口補水の初期対応
を家でやってみながら小児救急電話相談
（短縮ダイ
ヤル＃8000）などの電話相談をご利用してはいか
がでしょうか？
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を目指して
サ
ー
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「お家でも役立つ病院の技」
〜床ずれ予防を中心に〜
第19回病院たんけん隊（11月29日土曜日開催）で披露した介護スタッフ
とリハビリスタッフの技をご紹介します。
34名の参加者は「ぜひ覚えて帰りたい」と積極的に体験していました。

Ｎｏ.3

患者さんやご家族の皆さんが、安心して快適に病院を利用できるように、さまざまな業種の
方々が、その道のプロとして質の高いサービスの提供を行っています。このシリーズでは、
いつも笑顔を絶やさない“ 患者さんのサポーター ”の方々をご紹介してまいります。
今回は、駐車場案内や送迎車とドクターカーの運転、レストラン・売店などの業務を一手に
引き受ける株式会社筑波サービスのみなさんをご紹介します。

着替えを行う際のポイント 〜麻痺のある場合〜
脱健着患で着替えましょう
健側（麻痺のない方）から脱いで、患側（麻痺側）から着る。
☆麻痺側は痛みに対する感覚が鈍くなります。脱臼や骨折の危険性も高くなるので
注意が必要です。

駐車場案内

レストラン オアシス

パジャマはかぶりではなく前開きのものを選びましょう
ベッド上で着替えを行う際は、
前開きのものの方が着替えがしやすく、
着る方も楽です。
☆少し大きめのサイズや伸縮性のある生地を選ぶと着替えがしやすくなります。
☆ボタンのかけはずしや袖通しなど自分で出来るところはやってもらう・・リハビ
リにもなります。
パジャマやシーツのしわはきちんと伸ばしましょう
しわを伸ばさず、
そのままにしておくと床ずれなどの皮膚障害につながります。
しわをきちんと伸ばすことで皮膚障害の予防とともに、着心地の良さにもなります。
☆背中、袖、
ズボンの足元、腰（ゴムの部分）、
シーツなどのしわに注意しましょう。

床ずれ予防のためのポジショニングのポイント

※ポジショニング：寝返りなど自分では動くことが出来ない方に
対して、除圧（体重を分散する）
を目的に行う行為。

ポジショニングの姿勢は３０度横向きが目安です
床ずれの頻発部位である骨が角張っている場所に圧がかかりにくい姿勢です。
肩甲骨と骨盤に手を置いて寝返り介助をすると、介助される方も、介助する方も負
担なく行えます。

売

店
利用者のご要望に応
えられる品揃えを目
指しております。
いつも明るく笑顔を
絶やしません。

「おいしかった」と
言っていただける
料理を､安く迅速に
お出しできるよう
心がけています。

患者さんにご負
担をかけぬよう
分かりやすい案
内を心がけてい
ます。

和泉 芳一さん

小林 満智子さん

季節や天候に関係なく、来院
者のお車の移動がスムーズに
行えるよう､駐車場やロータ
リーで誘導を行っています。
また､お車の乗り降りのお手
伝いなど､患者さんの動作補
助も行っています。

レストランでは､季節のメ
ニューやドリンクバーな
どを取り揃えております。
診察の待ち時間や一息つ
きたいときなど、ご利用
になられてはいかがで
しょうか？

五十嵐 富子さん

食料品から入院中に必要な
日用品まで幅広く販売して
おり､入院病棟への出張販売
も行っております。
つくば周辺の名産品なども
取り扱っており､多彩な商品
ラインナップです。

隙間にあった大きさのクッションを選びましょう
３０度横向きになった姿勢でできるベッドとの隙間にクッションを入れます。
体幹（特に体幹上部と骨盤部）にそってクッションを入れてあげると姿勢が崩れに
くくなります。
２〜３時間おきに姿勢を変えます。
その間は同一姿勢となるため身体の捻じれや
顎が上がることで苦痛にならないよう、
クッションや枕の高さを調節することが大
切です。
クッションはビーズクッションなど形を変えやすいものがお勧めです。
介護保険でレンタルできるポジショニング用クッションや専用マットレスもありま
すのでケアマネジャーに相談しましょう。

ドクターカー ドライバー
医師・看護師が安心し
て現場に到着できるよ
う､安 全 第 一 で 運 転 し
ています。

ライトよし！

圧抜きを忘れずにしましょう
姿勢を変えた後はパジャマやシーツがしわになりやすいので、床ずれ予防のためしわを伸ばしましょう。
病気になり不安なときには，
どこに相談したらいいの？
院内には，治療や検査など医療の相談をはじめ，医療費や福祉制度，在宅介護の相談，かかりつ
け医の紹介など，患者さんやご家族の心配ごとをお聞きし，必要な情報を提供する患者家族相
談支援センターを設置しています。医療ソーシャルワーカーと看護師が対応します。相談はもち
ろん無料です。
おひとりで悩まず，
まずは患者家族相談支援センターへ直接お越しいただくか，お電話でも対応
します。
平日9：30〜16：30 受付時間
TEL 029−858−5377

4

倉川 智行さん

梅田 尚日出さん

小菅 祐一さん

医師や看護師を病院外の現場に送り届けるドクターカー
を、緊急走行訓練を受けたドライバーが運転しています。
いつどこの消防署から出動要請があるか分かりません。
ドライバーはいつでも瞬時に出動できるようスタンバイ
しています。

両点
毎朝必ず車

ています
検を実施し
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筑波メディカルセンター病院広報誌
「アプローチ」

お す す め

アレルギー対応食編

メ ディ カ ル

レ シ ピ

読者アンケート
ご協力のお願い
広報誌「アプローチ」をご愛読いただき、

ワン
ポ
アド イント
バイ
ス

ありがとうございます。2000年4月の創刊

いただくために、読者アンケートにご協力をお願

（ホワイトソース）
じゃがいも
（つぶしたもの）・・・・・・・・・・・・
牛乳（乳アレルギーの方は豆乳で） ・・・
（白玉団子）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
白玉粉
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
鶏ひき肉
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
玉葱
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
しめじ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
サラダ油
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
塩/胡椒
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
粉チーズ
（乳ｱﾚﾙｷﾞｰの方は使用できません）
ドライパセリ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
＊野菜、肉類はお好みのもので

いします。

・小麦アレルギーでは、ホ
ワイトソースのとろみに
小麦粉を使えないため、
米粉や芋のでんぷんを利
用します。今回は、
じゃが
いもを使いました。

材料（1人分）
75ｇ
60ｇ

たいへんお手数ですが、右の葉書をご記入のうえ

15ｇ
25ｇ
25ｇ
1ｇ
適量
適量

適量

【作り方】
1．白玉粉に分量の水を入れてこね、食べやすい大きさに丸め、真ん中を
へこませる。鍋に湯を沸かし、沸騰したらくっつかないように団子を入
れる。2〜3分して団子が浮き上がってきて少し経ったら、湯からあげ、
氷水で冷ます。
2．鍋に茹でてつぶしたじゃがいもを入れ牛乳を少しずつ加えてよく混ぜ、
火にかける。
とろみがついたら火からおろす。
（焦げやすいので注意！
！）
3．
きのこ、
鶏ひき肉、
玉葱をフライパンで炒めて加えて塩、
胡椒で味を整える。
4．③に②の2/3量を入れしっかりソースと絡める。
5．耐熱容器に油を薄く塗って、④と①を入れ、さらに上から②の残りを加
える。粉チーズをかける。
6. オーブントースターで焦げ目がつくまで焼く。
ドライパセリをかける。

ご回答いただきました方の中から抽選で下記をプ
レゼントします。 応募〆切：３月16日
（月）必着

A

B

いちご大福

つくば総
つくば総合健診センター
つ
総合健
合健診センタ
ンター
ー
健康増進センターACT
ビジターペア券 10名様

カフェ
「リコルド」
（筑波メディカルセンター 病院前）
お食事券 1000円分 10名様

材料（２個分）

a

（２個）
切り餅（市販のもの）
・・・・・100ｇ
さとう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10ｇ
（大さじ１）
水
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15ｍｌ
（大さじ１）
片栗粉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
つぶあん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・60ｇ
いちご ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２個

・お正月に余ったおもちで気軽に作ることができます。
・市販品よりかたくなりやすいため、
なるべく早めに お召し上がりください。
・市販のゆであずきで作る場合は、水分を飛ばして使用 して下さい。平皿に
あけて平らにならし、
ラップをかけずに数分（１缶あたり５分前後。様子を
見ながら）
電子レンジに かける方法がお勧めです。
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● 取り上げて欲しい話題があれば教えてください。

ご協力ありがとうございました。

ご希望のプレゼント

A

B

病院の機能を様々な角度から第三者の視点で評価してその向

病院機能 価 受審
病院機能評価を受審して
1 ．へ たをとった いちごを真ん 中 に 入
れ、つぶあんを2つに丸める。
2．耐熱性の容器に切り餅を並べ、aを混
ぜたものをかける。ラップをかけて、
電子レンジで1分半程度加熱する。餅
が形をとどめないくらい柔らかくなっ
たら、
しゃもじなどでよく混ぜる。
3．②の1/2を片栗粉をつけた手のひら
に丸く広げ、①をのせ、包む。

● 記事の印象についてお尋ねします。
文字の大きさ（ ①見やすい ②ふつう ③小さくて見づらい）
文字の量
（ ①多い
②ふつう ③少ない）
写真やイラスト
（①多くて見やすい ②ふつう ③少ない）
文章や表現 （①難しい
②ふつう
③分かりやすい）

● その他ご意見や感想があればご記入ください。

“はなまる”を頂きました！
ルギー対応
卵、乳、大豆、小麦 アレ

● 興味のある記事はどれでしたか? （複数回答可）
①表紙の写真 ②ドクターのリレー講座 ③お家でも役立つ病
院の技 ④患者さんのサポーターを目指して ⑤メディカルレ
シピ ⑥はなまるを頂きました ⑦第6次整備事業まめNews
＊理由

切り取って投函してください。
（切手不要）

（当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。
）
13ｇ
23ｇ

●「アプローチ」の購読頻度を教えてください。
①毎号読んでいる ②たまに読む
③今回初めて読んだ

以来、間もなく15年を迎えます。
今後の紙面の企画・編集の資料として活用させて

応
小麦、卵アレルギー対

●「アプローチ」の入手場所・方法を教えてください。
①外来待合 ②病棟 ③つくば総合健診センター
④訪問看護師から ⑤かかりつけの診療所等 ⑥郵送
⑦その他

（きりとり線）

グラタン

読者アンケート

付
プレゼント

上に役立てるために、当院では日本医療機能評価機構の審査
を定期的に受審しています。その中で高い評価を
受けているにも関わらず、普段ご紹介することので
きない当院ならではの取り組みについてシリーズ
でご紹介させて頂きます。

周術期診療体制の紹介
あなたがある病院を受診して、
「手術が必要です」、
と

に沿って入院中の予定を確認します。

言われたらどうしますか。初めての手術だと不安は

入院日は原則手術前日です。当院では手術日にも術

頂点に達するでしょう。
しかし筑波メディカルセン

前の空腹感を和らげるように術前食を提供します。

ター病院なら、そんな心配は無用です。当院では手

また痛みの少ない快適な術後を過ごして頂けるよ

術の予定が決まった時から、手術担当医・麻酔科医、

う、神経ブロックやPCAポンプを用いた術後痛対策

手術室と病棟の看護師、薬剤師、
リハビリ療法士、

を全ての患者さんに提供します。
リハビリを加えて手

小児喘息・アレルギー教室
のご案内

ソーシャルワーカーなどがチームとしてあなたの手

術翌日から自分で歩行が可能です。以上の取り組み

術治療をサポートします。担当医の手術計画に沿っ

手術治療は、
により、あなたの手術治療は、

食物アレルギー編
7月 開催予定
小児喘息・アトピー性皮膚炎編
4月・10月 開催予定

て、術前評価外来で麻酔科医が必要な問診や診察を

限にし最大
不安や苦痛を最小限にし最大

行いあなたに最適な麻酔を説明します。必要な場合

受けて頂
限の手術の効果を受けて頂

は入院前に検査や治療を追加します。次に入退院

。
けると考えています。

詳細は病院のホームページ
でご確認ください。

サービスステーション（周療期SS）で術後の肺炎予
防のために術前呼吸リハビリをし、
クリニカルパス
※周術期：手術前から手術後までの期間

診療部長 麻酔科
酔科
山口 浩史
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誰かと思いを伝えあおう！2014

3 0 5 8 7 9 0

筑波学園
郵便局承認

この冬、病院前「紡
ぎの庭」のパーゴラ
と病院入口のモミ
の木に灯りがともり
ました。外のイルミ
ネーションは 昨 年
12月から1月12日ま
で寒く暗いペディス
トリアンデッキを暖かく照らしてくれました。
モミの木にはクリスマスまでに家族の幸せを願い、
病気の
回復を祈るメッセージオーナメントが400枚も飾られまし
た。
大切な人への思いはきっと伝わったことでしょう。
プロジェクトを主催したNPOつくばアーバンガーデニン
グ、イルミネーション取り付け作業を行ったコミュニティ
ガーデン花仲間ボランティアとNPO法人青少年の自立を
電気
支える会シオンの皆さんとワコー電気

1386
差出有効期間
平成27年４月
30日まで

茨城県つくば市天久保1丁目3番地の1

筑波メディカルセンター病院
広報課 アンケート係り 行
救命救急センター・茨城県地域がんセンター

住所 〒

商会様、
ありがとうございました。

氏名

職業

性別

年齢

ご応募いただいた情報は、賞品の抽選・発送ならびに今後の誌面づくりの
参考に使用いたします。応募者の承諾を得た場合を除き、目的以外での使
用は一切いたしません。

NNewo 3s

公益財団法人筑波メディカル
センターが「紡ぎの庭」の維持
管理を行っています。花苗の購
入や施肥、除草等に使用させ
ていただく
「紡ぎの庭維持管
理寄附金」
を募集しています。
お問い合せ：総務部総務課

まめ

整備事業

今年2月に完成するメディカルプラザ２階に健
康増進センターACTが移転し、4月にグランドオー
プンを迎えます。新しいACTでは、
スタジオが大小
合わせて2面になります。広くなった大スタジオで
はサウンドやデザインにも工夫を凝らし、スケー
ルアップしたエアロビクスや
、新た
な趣向が盛り沢山のプログラムが体験できます。
新たに誕生する小スタジオではリラクゼーショ
ン系のヨガやピラティス、ほかにもテーマに沿っ
た短期健康サポートプログラム、健康に関する講
座などを提供していきます。
トレーニングエリアに
は魅力的な機器がいっぱいです。
3/23(月)〜3/29(日)のプレオープン期間中は、
一般の方も見学可能です。
ご家族、
ご友人をお誘
い合わせの上、
ご来場ください。会員の皆様は、施
設無料体験ができます。詳細はACTのホームペー
ジをご覧ください。
ご来場お待ちしております。

じくや

発行人 病院長
〒305-8558

つくば市天久保１－３－１

TEL０２９－８５１－３５１１

ともあき

軸屋 智昭

E-mailアドレス：h p @t m c h . o r . j p
ホームページ：h t t p : / / w w w . t m c h . o r . j p /

当院では個人情報保護法の施行に伴い、患者さんの個人情報については利用目的を明確にし、その取り扱いには万全の体制で取り組んでおります。

