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インフルエンザのインフルエンザのインフルエンザのインフルエンザの

Q.Q.Q.Q.インフルエンザってどんなインフルエンザってどんなインフルエンザってどんなインフルエンザってどんな病気病気病気病気

A. インフルエンザウイルスによる急性感染症

うこうせいかんぼう）、略称・流感（うこうせいかんぼう）、略称・流感（

病すると、高熱、筋肉痛などを伴う風邪

然治癒しますが、若年者・高齢者・基礎疾患

や二次感染により死亡することもあります

Q.Q.Q.Q.予防予防予防予防するにはどうすればするにはどうすればするにはどうすればするにはどうすれば良良良良いいいい

A. 予防の第一は手洗い・うがい、バランスの

です。そしてワクチンが有効です。また

にうつさない、広げないためにマスクをするのが

人であればインフルエンザにかかっても

者や若年者や基礎疾患のある方にうつすと

毎年数名の死亡者が出ています。社会

と、うつさない努力が必要だと思います

Q.Q.Q.Q.ワクチンはいつワクチンはいつワクチンはいつワクチンはいつ頃頃頃頃にににに打打打打つのがつのがつのがつのが良良良良

A. インフルエンザワクチンは接種から2

て2～3ヶ月程で効果が弱まってきますので

と思われます。早く打ちすぎると、流行期

すで注意が必要です。また、遅いと効果

しれません。

インフルエンザのインフルエンザのインフルエンザのインフルエンザの基礎知識基礎知識基礎知識基礎知識

薬剤科

病気病気病気病気？？？？

急性感染症の一種で流行性感冒（りゅ

（りゅうかん）とも言います。発（りゅうかん）とも言います。発

風邪の様な症状が現れ、通常は自

基礎疾患のある方等は、急性脳症

することもあります。

いいいい？？？？

バランスの良い食事に規則正しい生活

また、かかってしまった時には人

げないためにマスクをするのが有効です。健康な成

かかっても1週間程で治りますが、高齢

にうつすと、命に関わることがあり、

社会の一員として、感染しない努力

います。

良良良良いですかいですかいですかいですか？？？？

2週間程で効果が出てきます。そし

まってきますので、流行期に合わせるのが良い

流行期に効果が出ない恐れがありま

効果が出る前にかかってしまうかも



Q.Q.Q.Q.流行期流行期流行期流行期にににに熱熱熱熱がががが出出出出たらどうすればたらどうすればたらどうすればたらどうすれば良良良良

A. 発熱・関節痛等の症状が出れば、すぐに受診

ンフルエンザ薬を使用するには、確定診断

たって、発熱から12～24時間以上経過していないと

さらに48時間経過すると、タミフルなどの

発熱からおよそ24時間～48時間以内に検査

Q.Q.Q.Q.インフルエンザはなぜインフルエンザはなぜインフルエンザはなぜインフルエンザはなぜ、、、、何度何度何度何度もかかるのもかかるのもかかるのもかかるの

A. おたふくや麻疹・風疹は一度かかれば

に対する免疫を獲得するおかげです。

の亜型が存在し、毎年変異を起こします

変異してしまうと、それ以前の免疫

うなインフルエンザの亜型からワクチンを

し、はずれればかかってしまうこともありますが

化は防げるとの報告があります。ちなみに

す。現在の季節性のワクチンには新型

類と、B型一種類が入っています。害

部を入れているだけなので、効果の持続性

ことはありません。

Q.Q.Q.Q.症状症状症状症状がががが治治治治まったらまったらまったらまったら、、、、薬薬薬薬はやめてはやめてはやめてはやめて良良良良

A. 症状が治まっても、ウイルスは残っています

ミフル・リレンザ）は最後まで使用して

あることと、耐性菌の発生を防ぐためには

まで服薬することが重要です。

良良良良いですかいですかいですかいですか？？？？

受診しても問題ありません。しかし、抗イ

確定診断が必要です。そのための検査を行うに当

していないと正しい結果が出ません。

タミフルなどの治療薬の効果が出なくなりますので、

検査を行うのが望ましいと思われます。

もかかるのもかかるのもかかるのもかかるの？？？？

かかれば、ほぼ再感染はしません。それはその病気

。しかし、インフルエンザのA型は数十種類

こします。

免疫では対処できません。そこで毎年流行しそ

からワクチンを作成し、接種を推奨しています。しか

はずれればかかってしまうこともありますが、多少型が違っていても、重症

ちなみにB型はA型に比べて変異はしづらい様で

新型インフルエンザとインフルエンザA型一種

害の無いようにウイルスを粉砕して成分の一

持続性は低いですが、それによって感染する

良良良良いですかいですかいですかいですか？？？？

っています。インフルエンザ治療薬（タ

して下さい。まだ人にうつす可能性が

ぐためには治療薬を飲み始めた以上、最後



一橋病院訪問看護一橋病院訪問看護一橋病院訪問看護一橋病院訪問看護ステーションのステーションのステーションのステーションの

一橋訪問看護ステーションは、ご自宅で療養

を大切にした看護を心がけております。また

との連携を行っていきます。

診療補助診療補助診療補助診療補助

•薬・軟膏処置

•注射・点滴

•カテーテル類の管理・人工肛門

•褥瘡（床ずれ）・皮膚潰瘍

療養上療養上療養上療養上のおのおのおのお世話世話世話世話

療養相談療養相談療養相談療養相談

介護相談介護相談介護相談介護相談

私達私達私達私達はははは、、、、患者患者患者患者さんとのさんとのさんとのさんとの触触触触れれれれ

関係職種関係職種関係職種関係職種のののの方方方方とのとのとのとの

おおおお申申申申しししし込込込込みみみみ方法方法方法方法

◆ かかりつけ医師に、ご相談下さい。

◆ 担当のケアマネージャー、地域包括支援

又は直接訪問看護ステーションにお気軽

一橋病院訪問看護ステーション

電話 042-

ステーションのステーションのステーションのステーションの紹介紹介紹介紹介

訪問看護ステーション

療養されている方の「生き方」・「生活」

また、地域の中でその方に必要な関係機関

診療補助診療補助診療補助診療補助

人工肛門

皮膚潰瘍などの処置

リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション

退院支援退院支援退院支援退院支援

れれれれ合合合合いをいをいをいを大切大切大切大切にしていますにしていますにしていますにしています。。。。

とのとのとのとの連携連携連携連携・・・・調整調整調整調整

地域包括支援センター

気軽にご相談下さい。

ステーション

-343-2022

スタッフスタッフスタッフスタッフ10101010名名名名でででで頑張頑張頑張頑張っていますっていますっていますっています。。。。



開業医開業医開業医開業医のののの先生方先生方先生方先生方

地域医療連携課では外来受診をせずに、先生方

査を受けられる様、予約を承っております。

検診後の精密検査目的等で内視鏡検査を必要

依頼下さい。

ご不明な点は、地域医療連携課までご連絡下ご不明な点は、地域医療連携課までご連絡下

必要書類等をお届けし、詳細をご説明させて

担当医師担当医師担当医師担当医師のごのごのごのご

～～～～上部上部上部上部内視鏡内視鏡内視鏡内視鏡検査検査検査検査をををを

山竹正明山竹正明山竹正明山竹正明

（（（（消化器外科部長消化器外科部長消化器外科部長消化器外科部長

学位学位学位学位

日本外科学会認定医日本外科学会認定医日本外科学会認定医日本外科学会認定医

日本消化器外科学会認定医日本消化器外科学会認定医日本消化器外科学会認定医日本消化器外科学会認定医

日本癌治療学会所属日本癌治療学会所属日本癌治療学会所属日本癌治療学会所属

日本大腸肛門学会所属日本大腸肛門学会所属日本大腸肛門学会所属日本大腸肛門学会所属

土居史奈土居史奈土居史奈土居史奈 医師医師医師医師（（（（消化器内科消化器内科消化器内科消化器内科

学位学位学位学位・・・・認定等認定等認定等認定等

日本内科学会認定内科医日本内科学会認定内科医日本内科学会認定内科医日本内科学会認定内科医

日本消化器病学会専門医日本消化器病学会専門医日本消化器病学会専門医日本消化器病学会専門医

日本肝臓学会専門医日本肝臓学会専門医日本肝臓学会専門医日本肝臓学会専門医

日本消化器内視鏡学会所属日本消化器内視鏡学会所属日本消化器内視鏡学会所属日本消化器内視鏡学会所属

ごごごご予約方法予約方法予約方法予約方法

地域医療連携課

℡℡℡℡ 042042042042

先生方先生方先生方先生方へへへへ

先生方からのお電話で患者様が上部内視鏡検

必要とする患者様がいらっしゃいましたらご

連絡下さい。

地域医療連携課

連絡下さい。

させて頂きます。

のごのごのごのご紹介紹介紹介紹介

をををを施行致施行致施行致施行致しますしますしますします～～～～

山竹正明山竹正明山竹正明山竹正明 医師医師医師医師

消化器外科部長消化器外科部長消化器外科部長消化器外科部長))))

学位学位学位学位・・・・認定等認定等認定等認定等

日本外科学会認定医日本外科学会認定医日本外科学会認定医日本外科学会認定医・・・・専門医専門医専門医専門医

日本消化器外科学会認定医日本消化器外科学会認定医日本消化器外科学会認定医日本消化器外科学会認定医

日本癌治療学会所属日本癌治療学会所属日本癌治療学会所属日本癌治療学会所属

日本大腸肛門学会所属日本大腸肛門学会所属日本大腸肛門学会所属日本大腸肛門学会所属

消化器内科消化器内科消化器内科消化器内科)))) 清水清水清水清水 浩浩浩浩 医師医師医師医師

（（（（消化器外科消化器外科消化器外科消化器外科))))

学位学位学位学位・・・・認定等認定等認定等認定等

医学博士医学博士医学博士医学博士

日本外科学会認定医日本外科学会認定医日本外科学会認定医日本外科学会認定医・・・・専門医専門医専門医専門医

予約方法予約方法予約方法予約方法・ご・ご・ご・ご不明不明不明不明なななな点点点点がございましたらがございましたらがございましたらがございましたら

地域医療連携課へお電話下さい。

042042042042----343343343343----1311131113111311 （（（（9999：：：：00000000～～～～16161616：：：：30)30)30)30)



わくわくわくわく(Work)(Work)(Work)(Work)わくわくわくわく(Work)Week Tokyo((Work)Week Tokyo((Work)Week Tokyo((Work)Week Tokyo(

小平市教育委員会からの推薦により、東京都教育委

員会から「中学生職場体験」に貢献したとして

状をいただきました。

今年度は、小平市内の学生さん（10名）に

や職場訪問をしていただきました。

職場体験では、入院患者さんの介助や検査部門

・・・・毎週毎週毎週毎週

（（（（時間時間時間時間

病院見学会病院見学会病院見学会病院見学会（（（（

学などを実際に行い、また職場訪問では、普段疑問

思っている事などを病院スタッフに質問するインタ

ビュー形式で行いました。

どの学生さんも病院の仕事内容に興味を持ち

に体験をする事が出来ました。

これからも、地域の皆様のお役に立てるよう

ていきたいと考えております。

・お・お・お・お電話電話電話電話

※※※※

おおおお問合問合問合問合せせせせ先先先先：：：：一橋病院一橋病院一橋病院一橋病院 TEL. 042TEL. 042TEL. 042TEL. 042----

会場会場会場会場はいずれのはいずれのはいずれのはいずれの

(Work)Week Tokyo((Work)Week Tokyo((Work)Week Tokyo((Work)Week Tokyo(中学生職場体験中学生職場体験中学生職場体験中学生職場体験)))) 表彰表彰表彰表彰

東京都教育委

したとして、感謝

に職場体験

検査部門の見

金曜日開催金曜日開催金曜日開催金曜日開催

時間時間時間時間はははは、、、、ごごごご相談相談相談相談のうえのうえのうえのうえ決決決決めさせてめさせてめさせてめさせて頂頂頂頂きますきますきますきます。）。）。）。）

（（（（相談会相談会相談会相談会））））

普段疑問に

するインタ

ち、熱心

てるよう貢献し

電話電話電話電話にてごにてごにてごにてご予約予約予約予約くださいくださいくださいください。。。。

※※※※ママさんナースママさんナースママさんナースママさんナース

ブランクありブランクありブランクありブランクあり

夜勤希望夜勤希望夜勤希望夜勤希望

短時間短時間短時間短時間などなどなどなど ごごごご相談相談相談相談くださいくださいくださいください。。。。

----343343343343----1311131113111311 看護部看護部看護部看護部：：：：栁栁栁栁（（（（やなぎやなぎやなぎやなぎ））））

はいずれのはいずれのはいずれのはいずれの日日日日もももも「「「「一橋病院一橋病院一橋病院一橋病院」」」」ですですですです。。。。



外来担当医表外来担当医表外来担当医表外来担当医表（（（（H25.2H25.2H25.2H25.2〜〜〜〜）））） ２２２２次救急指定医療機関次救急指定医療機関次救急指定医療機関次救急指定医療機関

科目科目科目科目 時間帯時間帯時間帯時間帯 月月月月 火火火火

内科

A

M

１診 濱上 土居

２診 青鹿 藤井

３診

P

M

１診 濱上

２診 浅野(非) 新倉

３診

睡眠時

呼吸障害

ＡＭ

外科

ＡＭ 山竹

町田(非)(2,4週)

清水(浩)(1,3,5週)

ＰＭ 清水(浩)

形成外科

ＡＭ 北澤 北澤

ＰＭ

乳腺外科 ＡＭ

整形外科

ＡＭ 清水(陽) 渥美(非)

ＰＭ

村木

１５:００〜

渥美(非)14:00〜

村木15:00〜

脳外科 ＡＭ

皮膚科 ＰＭ 堀江(非)

泌尿器科

ＡＭ 内田 内田(

ＰＭ 内田

病院目標

①地域のニーズにあった医療を提供し、地域医療に貢献、地域福祉の

向上に努めます。

②患者様に公正な医療を安全に提供するよう努めます。

③医療者による説明と患者様の選択にもとづく医療を安全に進めます。

④患者様のプライバシーを尊重します。

⑤診療情報を患者様自身にお伝えします。

⑥より良い医療が行われるよう研修・研鑽に努めます。

⑦患者様の人生がゆたかであるように、患者様の意思を尊重します。

病院の理念

患者様一人一人の意思を尊重し、医の倫理に則った、質の高い最善の

医療を真心こめて提供します。

地域の皆様を愛し、皆様から信頼され、愛されるような病院を目指し

ます。

・受付 平日：午前８:３０〜１２:３０ 午後１３:３０〜１６:３０

土曜：午前８:３０〜１２:３０

・都合により外来担当医が変更となる場合があります。

・緊急手術などで、外来が休診となる場合があります。

・乳腺外科、睡眠時呼吸障害は事前に電話にて予約をお願いします

次救急指定医療機関次救急指定医療機関次救急指定医療機関次救急指定医療機関（（（（24242424時間救急体制時間救急体制時間救急体制時間救急体制））））

水水水水 木木木木 金金金金 土土土土

土居 丸茂 麻喜(非) 新倉

丸茂 杉山(非) 新倉 鈴木

黄川(非)

藤井 青鹿 丸茂

青鹿 杉山(非) 鈴木

黄川(非)

濱上

（予約制）

中里(非) 清水(浩) 高安(非) 山竹

中里(非) 山竹 高安(非)

塚本 北澤 北澤

塚本 北澤 塚本

伊坂(非)

(予約制)

９:３０〜

酒井(非) 村木

清水(陽) 

矢冨

村木

非常勤(隔週)

酒井(非)

１４:００〜

清水(陽)

１５:００〜

矢冨(非)

１４:００〜

永根(非)

受付11:30まで

内田 内田 渡辺(非)

内田 内田

患者様の責務

①患者様は、安全で適切な医療を受けるために、自分の健康、病状に

関する情報を出来る限り正確に病院職員に提供してください。

②患者様は、規律をお守りください。

③患者様は、他の患者様の入院生活に支障を与えないよう配慮して

ください。

患者様の権利

①最善の医療を平等に受ける権利

②自分が受けている医療についての十分な説明とその情報提供を

受ける権利

③治療方法を自分で選択決定する権利

④個人のプライバシーが守られる権利

⑤診療について情報開示を求める権利

３０

いします。

＊赤字は女性医師

＊非は非常勤医師



40台

医療法人社団青葉会

一 橋

〒187-0045東京都小平市学園西町

TEL.042-343

http://www.hitotsubashi

東京都指定二次救急医療機関

日本医療機能評価機構認定病院

日本整形外科学会専門医制度研修施設

日本透析学会専門医制度認定施設

日本リウマチ学会教育施設

40台

＜職員募集＞

当院で勤務していただけるスタッフを募集しています

【募集職種】看護師、准看護師、看護助手、作業療法士

＊詳細はホームページ又は、右記までお気軽にお問

日本リウマチ学会教育施設

マンモグラフィ

◆面会時間 平

日

一橋病院は 戸田中央医科グループ（TMG

医療法人社団青葉会

橋 病 院

東京都小平市学園西町1-2-25

343-1311  FAX.042-342-2006

http://www.hitotsubashi-hp.or.jp/

東京都指定二次救急医療機関

日本医療機能評価機構認定病院

日本整形外科学会専門医制度研修施設

日本透析学会専門医制度認定施設

学会教育施設

しています。

作業療法士、薬剤師、医事課事務員

問い合わせください。042-343-1311 総務課

学会教育施設

マンモグラフィ健診施設画像認定

平 日・土曜日：１２:００〜２０:００

日 曜・祝 日：１１:００〜２０:００

TMG）の病院です。TMGは創立５０周年を迎えました。


