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さいわい は毎月10日発行です
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ご自由にお持ちください。
『ここまで進んだ内視鏡検査・治療』‥‥
〜もう苦しくない！胃カメラ・大腸カメラ〜
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糖尿病認定看護師コラム‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥

『そうだ笑顔でいよう！』第4回
川崎幸病院
044-544-4611
（代）

部署紹介「救急医療を支えるプロ集団！」‥ ‥‥‥
第4回：検査・内視鏡科

内視鏡室

栄養科便り‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

『今月のレシピ』第4回
川崎幸病院中原分院
044-433-4343
（代）
044-433-4393
（受診予約）

皆様へのお知らせ
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『今月のトピックス』‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥
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『川崎幸クリニック リポート』‥ ‥‥‥‥

6

『重症救急ベッド確保』のための署名活動について

川崎幸病院
川崎幸クリニック
044-544-1020
（代）
044-511-2112
（受診予約）

生まれ変わります！

『新川崎幸病院の

内視鏡室』

さいわい鹿島田クリニック
044-556-2720
（代）
044-556-2722
（受診予約）
21世紀型医療・福祉ネットワーク

石心会グループ

8月の花：ひまわり

市民健康講座のご案内

『ここまで進んだ内視鏡検査・治療』
〜もう苦しくない！胃カメラ・大腸カメラ〜
9月6日（ 火）
10時30分より、ミューザ川崎シンフォニーホール
4階
『 市民交流室』にて、大前芳男医師が、地域の皆様に向けた

「市民健康講座」を開きます。テーマは「内視鏡検査・治療」に
ついてです。日本人に多い胃がん・大腸がんの早期発見、治療

のためには、内視鏡は非常に有効な検査・治療方法です。この
「 内視鏡」について皆様にできるかぎりわかりやすくお伝えし
たいと考えております。お気軽にご参加下さい。

川崎幸病院 消化器内科副部長
内視鏡統括医師

大前

芳男 医師

胃 が ん・大 腸 が ん の 症 状
胃がん
● 腹痛、
腹部不快感
● 食欲不振

● 吐血・黒色便

大腸がん

● 嘔気
（オウキ）

● 腹痛、
腹部不快感

● 体重減少

● 血便

● 便秘、
下痢、便が細くなる
● 体重減少

しかし

早期がんでは
「無症状」
であることが多い。

定期的な検査が必要です！
胃 が ん・大 腸 が ん の 検 査
胃がん
①胃X線 検 査

大腸がん
①便潜血検査

長所：苦痛が少ない。

進行がんでは75～90％程度の発見率、早期がん

短所：放射線の被爆。排便が遅れる。胃の細胞

では30～50％程度の発見率。

の検査が出来ない。早期がんの発見率が

②注腸検査

低い。

（おしりからバリウムを入れて、
Ｘ線撮影をする。）

②内視鏡検査

35～45％程度はがんを発見できないことがある。

長所：胃の細胞の検査が可能。早期がんの発見

③内視鏡検査

率が高い。
短所：苦痛を伴う。

がんを発見する能力は最も優れているが、
苦痛な
どの負担を伴う。

苦痛を伴いますが、早期がんの発見には内視鏡検

当院では、早期がんに対して、内視鏡的粘膜下層剥

査が有効です。また、早期がんであれば手術する

離術
（ ESD）
という内視鏡でがんを切り取ってしま

ことなく、内視鏡で切除することができます。

う治療法を行っております。
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市民健康講座・・・どうぞお気軽にご参加下さい。

『ここまで進んだ内視鏡検査・治療』
～もう苦しくない！胃カメラ・大腸カメラ～

9月6日（火） 10：30～11：30
講師：大前芳男 医師（川崎幸病院消化器内科副部長）

内視鏡検査は苦しいのか。

～苦痛を和らげるために～

（於）
ミューザ川崎シンフォニーホール
「市民交流室」
お問い合わせ先：044-544-4611
（代）
地域医療連携室

上部内視鏡（胃カメラ）

下部内視鏡（大腸カメラ）

① 咽頭反射

●検査を受ける前に、腸内をきれいにするため

舌根部や咽頭後壁を刺激すると、吐き気を引き

に下剤を1.8ℓ～2ℓ飲まなくてはならない。

起こします。これを咽頭反射といいます。 胃カメ

●検査中に痛みがある。

ラが咽頭を通るので、この反射の強い人は、どう

※曲がりくねった腸の中をカメラが通るため、腸

しても吐き気が生じます。

の壁にカメラがあたり腸が伸びるために痛みを

② 咳嗽反射

感じます。⇒痛みを感じない挿入法や、技術の修

気道に異物が入ると、せきをして排出しようし
ます。これを咳嗽反射といいます。 咽頭反射を
抑えるために検査では咽頭に麻酔をするので、

練に務めています。
●検査後におなかが張る。
検査をするためには、腸に空気を入れて膨ら

唾液を飲んでしまうと咳嗽反射でせきこんでし

ませる必要があります。 そのために検査後にお

まいます。

なかが張ってしまうのです。

苦しまないポイント
① 首と肩の力を抜き、リラックスする。
（鼻
から息を吸って口から吐く）
② 唾液を飲まない。
（ 唾液は飲まずにダラダ
ラと出してしまう方が良い）
カメラを鼻から入れる、経鼻内視鏡の登場
●経鼻内視鏡（鼻から入れる）
長所：苦痛が少ない。話が出来る。
短所：画質が悪い
（胃がんの発見率は劣る）。
●経口内視鏡（ハイビジョン）
（口から入れる）
長所：画質が良い
（胃がんの発見率が高い）。
短所：苦痛を伴う事がある。

当 院 では、CO 2 送 気 装 置という機 械 を 使っ
て、空気ではなく炭酸ガスで腸を膨らませてい
ます。 炭酸ガスは腸に吸収されやすく、肺から
すみやかに排出されるため、おなかの張りをあ
まり感じないのです。

がんを早期発見するために
定期的な内視鏡検査を！
我々も出来る限り苦痛の少ない検査を心がけ
ていますので、症状が出る前に内視鏡検査を
定期的に受けましょう。胃がんも大腸がんも
早期診断・早期治療が大切です。胃がんも大
腸がんも早期であれば治る病気です！
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病気と体の仕組みをより深く
理解していただくために。

糖尿病認定看護師コラム

『そうだ笑顔でいよう！』

②栄養バランスをしっかりとる
最近、低炭水化物ダイエットなるものが流行っ
ていますが、その効果は私にはよくわかりません。
ですが、炭水化物いわゆるご飯を減らすというこ

第4回

とはおかずを多く食べることになり、タンパク質や

食事をしっかり採りましょう！

れは腎臓への負担や動脈硬化につながるのでは

脂質、塩分を多く摂取することとなりませんか？そ
ないでしょうか。やはり栄養はかたよらずバランス
よく摂取することが大切だと思います。

川崎幸病院 看護部
糖尿病看護認定看護師
原田 浩見

ゴーヤが「しっかり」育ちました
「しっかり」が多い今月号です。ふと見ると我
が 家のベランダのゴーヤは大きく育ち、葉っぱ

青い空、輝く太陽、夏本番です。海に行くか

は天 然のすだれとなって癒しの空 間を作ってく

山に行くか悩みますよね。私は海でも山でもなく

れています。「しっかり」育ったゴーヤに元気を

おうち派ですが・・・
（ラゾーナ川崎には涼みに

もらいました。「しっかり」とおいしく食べたいの

行きます）海派でも山派でもおうち派でも、暑さ

で、どなたかゴーヤを使ったレシピを教えてくだ

に負けないように食事はしっかり摂りましょう。水

さい。お待ちしています！

分補給も忘れずに！
ということで、今回のテーマは「食事をしっかり
摂る」ことです。食事を「しっかり」摂るとはどうい
うことでしょうか。それは食事を「たくさん」摂るこ
ととは違います。食事を「しっかり」摂ることとは
①適正なエネルギー摂取量をしっかり摂る②栄
養バランスをしっかりとるということです。

①適正なエネルギー摂取量をしっかり摂る

理学療法士から夏の運動アドバイス
今年の猛暑の中では、運動不足に
なったり、運動するとかえって体調を崩
したりすることもあるかもしれません。
そんなときには早朝や夕暮れどきの涼
しい時間帯での運動がおすすめです。
ウォーキングであれば体ひとつで簡単
ですし、
『 有酸素運動』といって酸素を

川崎幸病院
理学療法士
菊田 あずさ

取り込み、脂肪をエネルギーとして消費します。軽く息が弾

適正なエネルギー摂取量とは身長から割り出

む程度のウォーキングを一回20〜40分、週3〜5回できると

す適正体重に身体活動量をかけて算出します。

いいですね。また運動するときには水分補給も忘れずに。

糖尿病の食事療法はカロリー制限ではなく、身

高血糖に注意し、水や麦茶といった糖質の少ない飲料水

長を基準とした適正なエネルギー摂取量から食

を飲んでください。暑さに負けずに夏を乗り切りましょう！！

事量を決めているのです。糖尿病の食事は特別
な治療食ではなく健康食と考えていただいてもい
いと思います。とはいえ、糖尿病教育入院され
た患者さんから「こんな食事量では力が出ない」
という声を聞きます。でもね、それは制限された
量ではなくて、ちょうどよい量なのですよ。
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認定看護師とは：日本看護協会の試験に合格し、

特定の看護分野において、熟練した看護技術と知識
を有することを認められた看護師のこと
です！
当院には、感染対策、糖尿病・・・・・
の認定看護師が働いていますよ！
川崎幸病院 看護部長:佐藤 久美子

救急医療を支えるプロ集団【第4回】
川崎幸病院 検査・内視鏡科 内視鏡室：
苦痛が少なく安全な内視鏡を追求して

きるESD（内視鏡的粘膜切開剥離術）という最
新の内視鏡治療を行っています。

内視鏡室には
臨床検査技師5
名及び専任看護
師6名（うち5名
が消化器内視鏡
技師）、クラーク

●緊急時も万全な体制で

1名がおり、消化器内科医師と共に内視鏡検査・

吐血、下血などに対する緊急内視鏡検査およ

治療を行っています。

び治療は24時間365日体制で行っています。

●川崎幸病院の内視鏡

●地域の皆さまへ
苦痛が少なく

当院では最新の内視鏡機器を導入し、苦痛が
少なく安全な内視鏡検査・治療を心がけています。

安全な内視鏡

大腸内視鏡検査では、空気の代わりに炭酸ガスを

検査・治療で地

使用しお腹の張りを軽減できるCO2送気装置を使

域の皆さまのお

用しています。また、早期がんに対してはお腹を

役に立てればと

切らずに内視鏡を使ってがんを切除することがで

思います。

上部内視鏡
（胃カメラ）

今月のレシピ！
【第4回】
栄養成分：1人前

＜作り方＞

エネルギー
タンパク質
脂質
塩分

232kcal
11ｇ
16.5ｇ
1.2ｇ

純豆腐
（スンドゥブ）

〜しっかり汗をかいて猛暑を乗り切ろう！
！〜

① 豚ばら肉を3cm幅に切り、材料Aをもみ
こんでおき、豆もやしはさっと洗って水
を切り、にらは5cm位に切る。
② 豆腐は水気を切り4 等分にし、ペーパー
で包みレンジで（500W）
2分加熱する。

川崎幸病院中原分院
栄養科 伊藤 瑞枝

材料
〈A〉

材料
〈4人前〉

おろしにんにく

小さじ1/2

豚ばら薄切り肉

120g

おろししょうが

小さじ1/2

ごま油

小さじ1

コチジャン

小さじ1/2

キムチ

160g

酒

小さじ1

コチジャン

20g

水

700cc前後

③ 白ネギは、5cm位に切り、外側の白い部分を千切りにする。
④ 鍋にごま油を入れ熱し、豚肉を入れて両面に香ばしい焼き色をつける。
⑤ 豚肉を鍋の端に乗せ、キムチ・コチジャンを加えて炒める。
⑥ 水、鶏がらスープの素、粉唐辛子、砂糖を加えてひと煮立ちさせる。
⑦ 豆もやしを加えあくを取り除きながら煮込む。
⑧ 味見をして、薄ければ塩で味を整える。にらを加えて火を止める。
⑨ 器に豆腐を入れ具を均等に彩り良く分け入れスープを注ぎ、
白ネギを飾る。

鶏がらスープの素 小さじ1
粉唐辛子

小さじ1/2

砂糖

小さじ1/2

豆もやし

80g

にら

40g

塩

少々

絹ごし豆腐

1丁

白ねぎ

40g
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Topics ☞「重症救急ベッド確保」のための署名活動に
ご協力いただき、ありがとうございます。
救急車が現地到着してから病院までの搬送時
間が、川崎市は全国政令指定都市ワースト1
幸区にお住まいの皆さん、ご自身やご家族が
急病で自宅から救急車で病院に運ばれる事態に
なったとき、 すぐに希望の病院に到着できると
お考えでしょうか？ 答えは残念ながらノーです。

過剰地域、幸区は極端な病床過少地域、つまり幸
区は人口に対して、ベッドが著しく不足している
地域なのです。
（グラフ参照）
重症救急ベッドは川崎幸病院に
そこで、 今回川崎市は市立病院（市立川崎、
市立井田病院）の使われていない病床62ベッド

多くの救急患者さんを断らずに受け入れるに
は、入院するためのベッドが必要
（ベッドは勝手に増やせません）

を川崎南部保健医療圏内（川崎区、 幸区、 中原

昨年1年間の、 川崎幸病院の川崎市救急車受

出し、 募集をしています。 私たちは、 その全て

入件数は市立川崎病院に次ぐ2位で4587台に

を現在建て替え中の新病院の病床として活かし

なりました。これは、「救急患者を断らない病院

たいと手を上げました。なぜなら、 1ベッドあた

づくり」を目標に掲げ、 職員に徹底しているから

りの救急車受け入れは、 市内の救急病院中ダン

です。しかし、 それにも限界はあります。 入院

トツの1位で、この要望が受け入れられても、 1

を必要とする患者さんの要望に応えられないケー

位であることは変わらないからです。つまりそれ

スがあるからです。それではベッドを増やせば解

ほど救急ベッドが逼迫しているのです。

区）にある民間病院に重症救急病床（小児、 周
産期を除く）として使ってもらおうという方針を

消すると感じる方もいらっしゃるかと思いますが、
川崎南部医療圏（川崎区、幸区、中原区）では、

上記の趣旨で私たちは病床62ベッドを全て川

県が5年ごとに定める保健医療計画で病床過剰

崎幸病院にいただき、 逼迫している幸区の病床

地域とされ、勝手に病床を増やせません。

数を少しでも緩和したいと、 川崎市に対しお願
いをしているところです。ご賛同いただける皆

人口10 万人あたり一般病床数
川崎市南部医療圏（H23年6月1日現在人口−神奈川新聞より）

様にご署名のご協力をいただいております。 何

病床数

卒この地区の現状をご理解頂き、ご協力のほど

1200
1000

よろしくお願い申し上げます。

1,130

800

全国平均 710.8 床

600

神奈川県平均 522.8 床

納涼祭での署名活動
746

400
200
0

157
川崎区

幸区

中原区

※全国・神奈川県病床平均は厚生労働省ホームページ医療施設調査より
H21.10 現在

しかし実態は、 川崎区と中原区が大幅な病床
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ご協力ありがとうございます

●● 川崎幸クリニック公開講座報告
川崎幸クリニックでは、地域の皆様向けに医師・看護師などによる公開講
座を定期的に開催しております。4 回目となる今回は「 正しい靴の選び方、
爪の切り方」をテーマにお話しました。
● 正しい靴を選びましょう

● 糖尿病は足のお手入れが重要

巻き爪、陥入爪（ 爪の両端

正しい爪の切り方もご案内しました。

が皮膚に食い込み、周りが

特に糖尿病の患者さんはちょっとし

赤く腫れる）や外反母趾な

た足のトラブルから「 足壊疽」になり

どの足のトラブルを防ぐた

ます。足のお手入れが大切です。

めにも、正しい靴を選
ぶことは大切です。今

【次回開催予告】

回は、実際に皆さんに

『 子宮頸がんとサーバリッ

足のサイズを測って

クスについて』

いただき、自分の足に

講師：鈴木浩基医師（川崎幸

合った正しい靴の選

クリニック婦人科医師）

び方をご案内いたし

日程：8月末から

ました。

9月上旬予定

●● 川崎幸クリニック「看護外来」のご紹介
▶▶看護外来とは▶▶ 当クリニック看護師が、患者さんの受診相
談、療養上の悩み、日常生活でのサポートなど各種相談にお応えす
る外来のことで、当クリニックでは2004 年から取り組んでおりま
す。外来時間は1 回 30 分と十分な時間を取って、ゆっくりと患者さ
んからのご相談にお応えしております。2010 年度は、月間 100 名
ほどの患者さんにご利用いただきました。
● 看護外来を受けるには 2 階下りエスカレー
ターそばに看護外来のブースがありますので、
直接お越しいただ
くか、2 階の受付で

看護外来ブース

お問い合わせ下さ
い。お 電 話 で のご
予約もうけたまわ
ります。
● 地域の皆様へ 「 忙しそうで先生には相談しに
くい」など、診察時に医師への質問・相談を遠慮

【看護外来ご相談内容】
●

糖尿病サポート
（血糖測定、
フットケアなど）

●

ストーマケアサポート

●

自己導尿サポート

●

在宅酸素療法サポート

●

禁煙サポート

●

心臓カテーテル治療のオリエンテーション

●

造影検査のオリエンテーション

●

介護保険についての相談

など

される患者さんが多いと思います。どんな小さな
悩みでも構いません。看護外来をお気軽にご利
用いただき、
私たちにご相談下さい。

どんなご相談にも
笑顔でお応えします。
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川崎幸病院、
生まれ変わります！
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新川崎幸病院の内視鏡

南河原公園

川崎幸病院

一層の充実を図ります。
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「救急を断らない病院」として、内視鏡部門の

2009年11月に着工した川崎幸病

手術・中材
画像診断・生理検体病理検査・アンギオ
内視鏡・剖検
ER・外来・X 線・医事・地域連携
化療・SPD・薬剤
放射線治療
ピロティ・駐輪場
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ホームページのご案内

院新築移転工事もおかげさまで順調
に進んでおります。温かい目で見守っ
隣接境界線
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新・川崎幸病院

2012 年移転予定

務めます。

アゼリア

てください。

皆様のお役に立てるよう頑張っています、
ぜひ見に来てください！

川崎幸病院・中原分院・川崎幸クリニックの各施設も
幸病院のTopページからも各施設へ移動できます。

※「さいわい」のバックナンバーをホームページでも公開中！
皆様のご意見・ご感想をお待ちしております！ お気軽にご連絡下さい。
TEL.044-511-2266 広報室 西山宛
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ておりますが、新病院では内視鏡設備を拡充し、
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当院は24時間365日、内視鏡検査・治療を行っ
緊急時に患者さんをお待たせすることのないように
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視鏡検査や治療が必要になるケースも増えています。

川崎幸クリニック
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消化器の病気により救急車で搬送され、緊急の内
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は2ベッド）、内視鏡用の処置室を1部屋設けます。
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新病院では内視鏡室を4ベッドに増やし（現病院

