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杖杖杖杖についてのについてのについてのについての話話話話

体外衝撃波結石破砕装置体外衝撃波結石破砕装置体外衝撃波結石破砕装置体外衝撃波結石破砕装置

近年、尿路結石は対象や生活環境など様々

尿路結石とは、腎臓・膀胱・尿管などにある

痛みや血尿などの症状が出るのは主に尿路結石痛みや血尿などの症状が出るのは主に尿路結石

部や腰、わき腹に起こります。しかも突然

す。これを結石発作といいます。

しかし、痛まないからといって油断は禁物

たら、痛まなくても泌尿器科を受診しましょう

当院の泌尿器科では、結石の痛みで苦しむ

う、「体外衝撃波結石破砕装置（ESWL）」

受診され、確定診断したのち、この治療が

１泊予約入院にて予定させていただいています

この装置は、体外で発生させた衝撃波を体内

に当たるとその効果を発揮し、それを破砕

身体を切らずに治療する事が出来ますが、

(?!)で尿排泄していただきます。基本的に破砕装置

時のみ、その威力を発揮するため、体の臓器

ご本人様にとっては、お腹や背中の一点をずっと

痛み止め等を使うだけで基本、麻酔はいたしません

く治療をすすめていきます。

尿路結石症は、糖尿病や高血圧症などの生活習慣病

から、その発生を予防することが重要ですから、その発生を予防することが重要です

め、水分を多く摂取することとバランスの

是非一度、お気軽にご来院ご相談ください

衝撃波

話話話話 ～～～～転転転転ばぬばぬばぬばぬ～～～～

体外衝撃波結石破砕装置体外衝撃波結石破砕装置体外衝撃波結石破砕装置体外衝撃波結石破砕装置（（（（ESWLESWLESWLESWL））））すすめすすめすすめすすめ

泌尿器科 部長 内田 博仁

様々な要因により増加しております。

などにある結石をいいます。

尿路結石です。痛みは主に左右どちらかの背尿路結石です。痛みは主に左右どちらかの背

突然、激痛で始まり嘔気を伴うこともありま

禁物です。健診などで結石の疑いを指摘され

しましょう。

しむ患者様に対して、少しでも対応出来るよ

）」を導入し治療の幅を広げております。

が必要と判断した時は、木曜から金曜の

させていただいています。

体内の結石に照準を合わせ送り込み、結石

破砕します。

、破砕された結石は、あくまで本人の自力

破砕装置の衝撃波は、固いものに当たった

臓器には影響が少ないとされています。

をずっと叩かれている感じです。当院では、

はいたしません。本人とお話をしながら無理な

生活習慣病とも多くの共通点があり、日頃

です。結石を防ぐ特効薬は今のところないたです。結石を防ぐ特効薬は今のところないた

とバランスの取れた食事を心掛けることが重要です。

ください。

衝撃波により砂状になった結石
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まだまだまだまだまだまだまだまだ暑暑暑暑

熱中症とは発汗や循環機能に異常をきたし

て起こる様々な 体の不調を総称した症状です

ントロールが崩れ、本来なら 一定に保たれるントロールが崩れ、本来なら 一定に保たれる

ます。 同時に、体内の水分や塩分のバランスも

幼児・小児、 体温調節機能が衰えてくる65

熱疲労熱疲労熱疲労熱疲労

水分不足水分不足水分不足水分不足によるによるによるによる脱水症状脱水症状脱水症状脱水症状とととと血圧低下血圧低下血圧低下血圧低下のののの

急激急激急激急激なななな進行進行進行進行によりによりによりにより頭痛頭痛頭痛頭痛・めまい・・めまい・・めまい・・めまい・吐吐吐吐きききき気気気気

脱力感等脱力感等脱力感等脱力感等がががが生生生生じるじるじるじる。。。。

熱失神熱失神熱失神熱失神

直射日光下直射日光下直射日光下直射日光下のののの野外野外野外野外やややや高温多湿高温多湿高温多湿高温多湿のののの室内室内室内室内でででで

過過過過ごしてごしてごしてごしているといるといるといると末梢血管末梢血管末梢血管末梢血管のののの拡張拡張拡張拡張にににによりよりよりより、、、、

血圧血圧血圧血圧がががが下下下下がりがりがりがり、、、、めまいめまいめまいめまいをををを起起起起こしたりこしたりこしたりこしたり失神失神失神失神

したりしたりしたりしたりするするするする。。。。

熱中症対策熱中症対策

最近最近最近最近ではではではでは涼感素材涼感素材涼感素材涼感素材でででで冷冷冷冷たくたくたくたく感感感感じるじるじるじる衣類衣類衣類衣類やややや寝具寝具寝具寝具

のののの良良良良いいいい服服服服をををを選選選選びびびび黒色黒色黒色黒色はははは避避避避けてけてけてけて襟元襟元襟元襟元をををを涼涼涼涼しくしくしくしく

汗汗汗汗をかいたをかいたをかいたをかいた後後後後はははは水分補給水分補給水分補給水分補給。。。。おおおお水水水水でだけではなくでだけではなくでだけではなくでだけではなく

リンクやリンクやリンクやリンクや 最近最近最近最近ではソルトではソルトではソルトではソルト（（（（塩塩塩塩））））がががが入入入入っているっているっているっている

話話話話 ～～～～転転転転ばぬばぬばぬばぬ～～～～

暑暑暑暑いいいいぞぞぞぞ日本日本日本日本

透析センター 看護部

をきたし、体温の調節がうまくできないことによっ

です。体内機能がうまく働かないと、体温コ

たれる体温が上昇し体内に熱がこもっていましたれる体温が上昇し体内に熱がこもっていまし

のバランスも失われます。体温調節機能が未発達の

65歳以上の高齢者は特に注意が必要です。

熱痙攣熱痙攣熱痙攣熱痙攣

汗汗汗汗をををを大量大量大量大量にかいたにかいたにかいたにかいた後後後後におにおにおにお水水水水だけでだけでだけでだけで水分補給水分補給水分補給水分補給

しているとしているとしているとしていると塩分塩分塩分塩分やミネラルをやミネラルをやミネラルをやミネラルを多多多多くくくく必要必要必要必要とするとするとするとする

腹部腹部腹部腹部・ふくらはぎ・ふくらはぎ・ふくらはぎ・ふくらはぎ等等等等のののの筋肉筋肉筋肉筋肉にににに痛痛痛痛みをみをみをみを伴伴伴伴いいいい強強強強くくくく

痙攣痙攣痙攣痙攣するするするする。。。。

熱反射熱反射熱反射熱反射

体温調節体温調節体温調節体温調節のためののためののためののための中枢機能中枢機能中枢機能中枢機能がががが異常異常異常異常をきたしをきたしをきたしをきたし

発汗発汗発汗発汗もみられなくもみられなくもみられなくもみられなくなりなりなりなり、、、、意識障害意識障害意識障害意識障害がががが起起起起こるこるこるこる。。。。

寝具寝具寝具寝具がありますがありますがありますがあります。。。。 通気性通気性通気性通気性・・・・吸湿性吸湿性吸湿性吸湿性

体温調整体温調整体温調整体温調整をををを！！！！

でだけではなくでだけではなくでだけではなくでだけではなく塩飴塩飴塩飴塩飴やミネラルやミネラルやミネラルやミネラル補給補給補給補給にスポーツドにスポーツドにスポーツドにスポーツド

っているっているっているっている飲料水飲料水飲料水飲料水もありおすすめですもありおすすめですもありおすすめですもありおすすめです！！！！



一般撮影一般撮影一般撮影一般撮影

•撮影の時は動かないようにしてください。

（これだけ！）

杖杖杖杖についてのについてのについてのについての話話話話

放射線検査放射線検査放射線検査放射線検査のののの上手上手上手上手

ＣＴＣＴＣＴＣＴ

•食事制限は守ってください。

•検査中は動かず、息止めはしっかりして

ください。

•金属類がないようにしてください。

（これだけ！）

•金属やボタン等ないようにしてください。

（衣服を着替えせずに撮影できます。）

ボタ

ン

ボタン

今回今回今回今回はははは簡単簡単簡単簡単にににに説明説明説明説明

わからないことがありましたらわからないことがありましたらわからないことがありましたらわからないことがありましたら

おおおお気軽気軽気軽気軽

•

緊張せずにリラックスした状態で

ＴＶＴＶＴＶＴＶ

（（（（胃胃胃胃のバリウムのバリウムのバリウムのバリウム検査検査検査検査））））

•食事制限は守ってください。

話話話話 ～～～～転転転転ばぬばぬばぬばぬ～～～～

上手上手上手上手なななな受受受受けけけけ方方方方

放射線科放射線科放射線科放射線科

マンモグラフィーマンモグラフィーマンモグラフィーマンモグラフィー

•乳腺が張っている生理前は避けてください。

•授乳中は避けてください。

•痛い場合は、すぐに技師に言ってください。

•食事制限は守ってください。

•バリウムを飲む時はむせないようにしてく

ださい。

•ゲップはしないでください（一番大事！）

•体位変換は早くしてください。

ゲップ後

説明説明説明説明をしましたをしましたをしましたをしました

わからないことがありましたらわからないことがありましたらわからないことがありましたらわからないことがありましたら、、、、

気軽気軽気軽気軽にににに技師技師技師技師におにおにおにお声声声声かけくださいかけくださいかけくださいかけください

女性の技師が撮影します



杖杖杖杖についてのについてのについてのについての話話話話

残暑残暑残暑残暑にににに負負負負けないけないけないけない

～～～～ 夏野菜夏野菜夏野菜夏野菜

まだまだ暑い日が続きます。夏バテしない

栄養をとりたいところです。

今回は、旬の野菜「夏野菜夏野菜夏野菜夏野菜」の栄養

【夏野菜の紹介】

ピーマン・パプリカ

ゴーヤ

トマト

～

その他夏野菜・・・南瓜、キュウリ、オクラ、トウモロコシ

成人の野菜摂取目標は、一日 350g以上とされています

整える ビタミン、ミネラル、食物繊維などが

取り入れて、規則正しくバランスのとれた

策を行いましょう。

ビタミンCや利尿作用

あるカリウムが

います。

苦み成分は、胃液

を促し、食欲増進

てくれます。

抗酸化作用があるビタミンC、

βカロテンを豊富に含んでいます。

加熱してもビタミンCは壊れにく

く、βカロテンは油で調理するこ

とにより、吸収率がアップします。

夏の日焼け対策になります。

～

栄養科では個別の栄養相談を実施しております

主治医にご相談ください 。

話話話話 ～～～～転転転転ばぬばぬばぬばぬ～～～～

けないけないけないけない体体体体づくりづくりづくりづくり

夏野菜夏野菜夏野菜夏野菜のののの栄養栄養栄養栄養 ～～～～

栄養科

バテしない体をつくるためにしっかり

栄養についてご紹介いたします。

ナス

～夏野菜メニュー～

トウモロコシ、枝豆、シシトウ 等

とされています。野菜には、体の調子を

などが含まれています。1日3食、野菜を

バランスのとれた食事（主食＋主菜＋副菜）で夏バテ対

ビタミンCや赤い色素のリコピンが

含まれています。これらは活性酸素

の働きを抑える抗酸化作用がありま

す。生活習慣病予防や美肌効果が期

待されています。

利尿作用が

あるカリウムが含まれて

胃液の分泌

食欲増進を図っ

体を冷やす効果があり、

のぼせやほてりにも有

効とされています。

また、アントシアニン

という紫の色素は抗酸

化作用があり、生活習

慣病予防や目の疲労回

復効果があるといわれ

ています。

～夏野菜メニュー～

・ごはん

・酢豚（パプリカ・ピーマン）

・ゴーヤチャンプルー（ゴーヤ）

・焼茄子

・トマト

・フルーツ

しております。ご希望の方は、
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医療福祉科医療福祉科医療福祉科医療福祉科

先日、地域の住民の方々を対象に公開医療講座

の入院！？そこで焦らないために」と題して、

ントがあるかシーンに沿って発表しました。

昨年から、当院では、医療ソーシャルワーカーが

院が出来るようにご相談に乗っております。

の生活の様子や、どんなきっかけで入院に至

えてるかなど、いろいろお伺いすることもあると

いた時には、よろしくお願い致します。

また、療養中に新たな保険証の手続きが必要

様・ご家族様が必要な時にお手伝いができるような

今年から、医療ソーシャルワーカーも3名になりました

師、もしくは一階の総合受付でお問い合わせください

す。）

受付時間 月曜～金曜 9:00～16:30受付時間 月曜～金曜 9:00～16:30

土曜 9:00～12:30

電話 042-343-1311（代）

「鳴海 由真」

2年目です。

笑顔を大切に日々

励んでいます。

話話話話 ～～～～転転転転ばぬばぬばぬばぬ～～～～

医療福祉科医療福祉科医療福祉科医療福祉科だよりだよりだよりだより

医療福祉科

公開医療講座を行いました。医療福祉科からも、「突然

、病院の仕組みや入院や退院の際にどんなポイ

ソーシャルワーカーが患者様に対して、快適に入院・退

。入院の際はお部屋にお伺いし、これまで

至ったのか、退院後の生活をどのように考

いすることもあると思います。お部屋へお伺いさせて頂

必要になった場合の申請方法など、患者

いができるような体制を整えています。

になりました。ご希望の方は各病棟の看護

わせください。（電話でのご予約も可能で

「上田 薫」「上田 薫」

13年目です。初心を忘れず日々

研鑽に努めます！

「片本 沙紀」

新人です。

若さと元気をモットー

に頑張ります！



外来担当医表外来担当医表外来担当医表外来担当医表（（（（H25.9H25.9H25.9H25.9〜〜〜〜）））） 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 北方

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

町田(非)(2,4週)

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

Ａ

Ｍ

１診 清水(陽)

２診 内田（俊） 渥美(非)

Ｐ

Ｍ

１診

村木

１５:００〜

村木

15:00〜

２診

内田（俊）

１4:００〜

渥美(非)(1.3.4.5週)

14:00〜

脳外科 ＡＭ

皮膚科 ＰＭ 堀江(非)

泌尿器科

ＡＭ 内田 内田

ＰＭ 内田

病院方針

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

村松 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

１５:００〜

北澤 塚本

伊坂(非)

(予約制)

９:３０〜

吉田(非) 村木 清水(陽) 村木

原田(非) 非常勤(隔週)

吉田(非)

１４:００〜

清水(陽)

１５:００〜

原田(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別の医師の意見（セカンドオピニオン）を聞く権利

⑤個人のプライバシーが守られる権利

⑥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。


