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インフルエンザがインフルエンザがインフルエンザがインフルエンザが流行流行流行流行
は や

る季節になりましたる季節になりましたる季節になりましたる季節になりました    

                    内科医長内科医長内科医長内科医長        栗原栗原栗原栗原    夕子夕子夕子夕子            

例年インフルエンザは 12 月頃から流行り、1 月～2 月にピークを迎えます。 

インフルエンザの症状は、１．突然の発症、２．38～39 度を超える発熱、３．鼻汁、咽

頭痛、咳などの上気道炎症状、４．全身倦怠感、頭痛、関節痛、筋肉痛などの全身症状です。

診断は、咽頭・鼻腔ぬぐい液を用いて迅速診断キットにより、約３０分で結果の判定ができ

ます。潜伏期は平均 3 日あり、発病後 3 日までが特に感染力が強い期間です。治療は抗イン

フルエンザ薬ですが、発症後 48 時間以内に服用することにより、罹病期間を短縮すること

ができます。早期に治療し休養をとることは、自分の身体を守るだけでなく、まわりの人に

インフルエンザをうつさないという意味で大変重要です。症状のある方は早めに受診しまし

ょう。 

かぜやインフルエンザが流行るこれからの時期、うがい、手洗い、適度な湿度を保つこと、

外出時にはマスクを利用すること、日頃よりバランスよく栄養をとることも大切です。 

インフルエンザの予防の基本は、流行前にワクチン接種を受けることです。年々ワクチン

の接種率は上昇してきています。インフルエンザワクチンは、インフルエンザに罹った場合

の重症化の防止に有効です。井田病院でも今年のインフルエンザ予防接種を開始しておりま

す。毎年 1 回、12 月までにワクチン接種を受けましょう。 

 



《インフルエンザ予防接種実施について》 

１０月２０日（土）から始まりました！１０月２０日（土）から始まりました！１０月２０日（土）から始まりました！１０月２０日（土）から始まりました！    

◎ 受  付  ○ 3 号棟 1 階正面玄関前 ３７番 外来受付（予診票を記入していただ

きます。） 

※ 医師の判断により接種できない場合もあります。 

◎ 受付時間  ○ 月～金曜日   午後２時～午後３時 接種は午後３時から 

○ 第 1・３土曜日 午前８時 30 分～午前 11 時 接種は土曜外来診療時

間内 

       ※ いずれも休診日を除く。         

◎ 費  用  ① 川崎市にお住まいで次のア又はイに該当する方 

･･･1,500 円（10 月 20 日から 12 月 31 日まで） 

ア：接種日に満 65 歳以上の方 

イ：接種日に満 60 歳～6５歳未満の方で 

・ 心臓病、腎臓病、呼吸器の機能障害（障害１級程度）のある方 

・ HIV による免疫機能障害（障害１級程度）のある方 

② 川崎市にお住まいで上記ア又はイに該当し、生活保護世帯、市県民税

非課税世帯の方  ･･･無 料 （10 月 20 日から 12 月３１日まで） 

③ 上記①、②以外の 15 歳以上の方  ･･･3,620 円 

※①、②に該当する方は、接種の際、住所・年齢を確認できるもの（健康保険証等）、 

生活保護決定通知書、市民税・県民税非課税証明書等の各種証明書をお持ちください。 

（問合せ先 医事課 内線５６１４） 

 

《風邪に負けないカラダを食事から！》 

私たちのまわりには、さまざまな病原体が存在しますが、抵抗力が十分にあれば、侵入を

防ぐことができます。 

 風邪に負けないカラダをつくるために、鍋ひとつで簡単

に、バランスよく栄養をしっかりとれるポトフはいかがで

しょうか。 

免疫物質を作るタンパク質を含む「鶏肉」、鼻やのどの

粘膜を強くするビタミンＡや免疫物質を作るミネラルを含

む「ブロッコリーや人参などの緑黄色野菜」、免疫力を強

化するビタミンＣを含む「じゃがいも」などをコトコト煮

込み、カラダを温めましょう。 

                      （問合せ先 食養科 内線４５０６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民公開講座のお知らせ市民公開講座のお知らせ市民公開講座のお知らせ市民公開講座のお知らせ    

標標標標    題題題題  「よくわかる肺がんの話よくわかる肺がんの話よくわかる肺がんの話よくわかる肺がんの話」 

講講講講    師師師師  井田病院呼吸器外科部長     根根根根    本本本本    悦悦悦悦    夫夫夫夫    

日日日日    時時時時        平成１９年１１月２７日（火）    

                                    午後１時３０分から３時まで 

場場場場    所所所所        中原区役所 5階 ５０２会議室    

定定定定    員員員員        先着１００名（午後 1時開場 先着順）    

（問合せ先 がんセンター 内線 5951）



《認定看護師（感染管理認定看護師感染管理認定看護師感染管理認定看護師感染管理認定看護師）について》 

認定看護師とは、特定の看護分野において、熟練した技術と知識を有することが審査で認

められ、水準の高い看護実践を通して看護師に対する指導・相談活動を行う者をいいます。 

井田病院は、平成 19 年 9 月現在、①皮膚・排泄ケア②糖尿病看護③ホスピスケア 

④がん性疼痛看護⑤感染管理の５分野の認定看護師を配置しています。 

今回は、感染管理認定看護師の活動について紹介します。 

 感染管理は、院内全ての医療従事者・患者・家族・面会者が対

象となります。これら対象者の感染発症を把握するとともに、専

門的知識を生かした予防対策を推進しています。また、対象者別

に感染予防教育を行い、患者様の安全な療養環境と、医療従事者

の安全な労働環境を確保するとともに、できる限り経済的効果の

高い方法で推進しています。 

現在は、委員会を通した活動が中心ですが、今後各部門へのラ

ウンド調査の実施やコンサルテーションの導入など①問題点の明

確化②評価・改善活動を実施していきます。 

 井田病院が組織的に感染対策を推進し、患者や職員を感染から守れる「安心してかかれる

病院」を目指していきたいと思います。 

（問合せ先 看護部管理室 内線３０００） 

 

《百聞は一見にしかず》 

―消化器内視―消化器内視―消化器内視―消化器内視鏡における被検者用ゴーグルモニターシステムの導入―鏡における被検者用ゴーグルモニターシステムの導入―鏡における被検者用ゴーグルモニターシステムの導入―鏡における被検者用ゴーグルモニターシステムの導入―    

 高血圧や糖尿病などと違い、消化管（食道・胃や大腸）の病気は内視鏡を使って目で見る

ことができます。 

井田病院では内視鏡検査に被検者（患者様）用のゴーグルモニターシステムを導入し、実

際の自分の内視鏡画面をライブ映像として見てもらえるサービスを始めています。ゴーグル

をかけるだけで、自分の胃腸の状態を医師と同時にデジタルの良好な画面を見ることができ

ます。 

これにより、その場で医師から実際の画面

を見ながら、自分の胃腸の状態について説明

を受けられることから、理解を深めることが

できます。 

例えば、胃潰瘍などの場合、経時的に期間

をあけて検査をすることがあり、病変が治っ

ていく変化過程などを直接自分の目で確認す

ることができます。また、大腸ポリープの内

視鏡的切除などでは、ポリープをどのように

して取るのか、その一部始終について説明を

受けながら見ることができます。 

2006 年の６月から、試験的に始め、アン

ケートを取った結果、多くの方から大変満足

をいただいています。もちろん、本サービス

は希望者にかぎりますので、見たくない人に

まで見せることはいたしません。 

このサービスが少しでも内視鏡検査・治療の患者様満足度アップにつながれば、それだけ

でもいいと考えています。まさに、「百聞は一見にしかず！百聞は一見にしかず！百聞は一見にしかず！百聞は一見にしかず！」ですから。 

（内視鏡室長 有澤淑人） 

((((写真：ゴーグルモニターシステムを着用している患者様写真：ゴーグルモニターシステムを着用している患者様写真：ゴーグルモニターシステムを着用している患者様写真：ゴーグルモニターシステムを着用している患者様))))



【編集後記】【編集後記】【編集後記】【編集後記】    

暑い夏はどこへやら・・・。季節は蝉時雨から紅葉へと駆け足で進んでいるようです。 

毎年、寒くなりはじめると体調を崩される方が増えます。 

病院に勤務する我々は患者様に感染させぬよう、細心の注意を払う必要があります。 

手洗い、うがい等の予防対策を万全にしていきたいと思います。 

そして、風邪に負けないカラダをつくるためには、何といっても栄養をしっかり 

摂ることが大事。しかし、摂りすぎにも注意が必要。 

「天高く、馬肥ゆる秋天高く、馬肥ゆる秋天高く、馬肥ゆる秋天高く、馬肥ゆる秋」肥ゆるのは腹回りでなく、懐としたいものです。（Ｓ） 

《無料シャトルバスの乗降場所が増えます》 

 平成 19 年 12 月 3 日（月）より「井田病院⇔JR 武蔵小杉駅前 

患者送迎用無料シャトルバス」に、新たな乗降場所「尻手黒川道尻手黒川道尻手黒川道尻手黒川道

路路路路    井田一丁目交差点近辺（漆原眼科クリニック前）井田一丁目交差点近辺（漆原眼科クリニック前）井田一丁目交差点近辺（漆原眼科クリニック前）井田一丁目交差点近辺（漆原眼科クリニック前）」が設けられ

ます。 

新しい乗降場所は、川崎市営バス「井田停留所」まで徒歩２～３

分の場所となりますので、井田病院発着以外のバスとの乗り継ぎに

も便利です。皆さま、是非ご利用ください。 

 

（問合せ先 庶務課 内線 5211） 

 

 

 

 

《院内行事予定（１１月９日以降）》 

 

１１月１６日（金） 16 時３０分～17 時 30 分 

「コーラスコンサート」（鶴川グリーンエコーズの皆さん） 

 １２月２１日（金） 16 時１５分～17 時１５分 

「クリスマスコンサート」 

第 1 部 「井田小学校児童の皆さんによる合唱」 

第 2 部 「ピアノコンサート」（西原のぞみさん） 

 

（問合せ先 市民交流委員会 豊田） 

 

 

１１月 ２日（金）～１１月２６日（月） 今井中学校美術部作品展 

（今井中学校美術部生徒の皆さん） 

１１月２７日（火）～１２月 ３日（月） MOA 美術館児童作品展 

１２月 ３日（月）～１２月２８日（金） 井田小学校児童版画作品展 

                    （井田小学校児童の皆さん） 

１２月２８日（金）～ １月 25 日（金） 雲柱会（井田地区児童・生徒）書初め展書画作品展 

                                    （田中志ずさん） 

  

（問合せ先 市民交流委員会 小板） 

 

院内コンサート  3 号棟 1 階玄関ホール 

院内展示会  ３号棟 1 階薬局前ホール 

★乗降場所乗降場所乗降場所乗降場所 


