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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

このこのこのこの暑暑暑暑いいいい季節季節季節季節に・・・ワキのに・・・ワキのに・・・ワキのに・・・ワキの

『『『『ワキのワキのワキのワキの汗汗汗汗にににに注目注目注目注目されそうだからされそうだからされそうだからされそうだから人前人前人前人前にはにはにはには

『『『『周囲周囲周囲周囲のののの目目目目がががが気気気気になってになってになってになって、、、、学業学業学業学業やややや仕事仕事仕事仕事にににに

『『『『汗汗汗汗のにおいがのにおいがのにおいがのにおいが周囲周囲周囲周囲にににに不快感不快感不快感不快感をををを与与与与えているのではないかえているのではないかえているのではないかえているのではないか

人間関係人間関係人間関係人間関係がうまくいかないがうまくいかないがうまくいかないがうまくいかない！！！！』』』』

『『『『服服服服にににに汗染汗染汗染汗染みができてみができてみができてみができて人目人目人目人目がががが気気気気になるになるになるになる！！！！『『『『服服服服にににに汗染汗染汗染汗染みができてみができてみができてみができて人目人目人目人目がががが気気気気になるになるになるになる！！！！

『『『『常常常常にタオルをにタオルをにタオルをにタオルを持持持持ちちちち歩歩歩歩いたりいたりいたりいたり、、、、一日一日一日一日にににに何度何度何度何度

替替替替えたりするえたりするえたりするえたりする手間手間手間手間がががが大変大変大変大変！！！！』』』』

『『『『緊張緊張緊張緊張するとするとするとすると汗汗汗汗がががが出出出出はじめはじめはじめはじめ、、、、意識意識意識意識するともっとするともっとするともっとするともっと

＜重度の腋窩多汗症に悩む患者さんの声

日増しに暑くなるこの季節が来るたびに

っしゃいませんか？

重度重度重度重度のののの腋窩多汗症腋窩多汗症腋窩多汗症腋窩多汗症はははは、、、、健康保険健康保険健康保険健康保険でででで治療治療治療治療ができますができますができますができます

多汗症多汗症多汗症多汗症（（（（たかんしょうたかんしょうたかんしょうたかんしょう））））とはとはとはとは？？？？多汗症多汗症多汗症多汗症（（（（たかんしょうたかんしょうたかんしょうたかんしょう））））とはとはとはとは？？？？

人間のからだは、暑さや運動によって体温

必要に応じて汗をかき、かいた汗の蒸発とともに

ます。（体温調節）。

また、精神的な緊張やストレスも発汗の

な範囲を超えて、発汗が異常に増加し、日常生活

を『『『『多汗症多汗症多汗症多汗症』』』』といいます。

多汗症の症状があらわれやすいのは、手

、汗腺（汗を作る袋）が密集している部位

多汗症に悩む人は、思春期から中年世代

いといわれています。

明らかな原因が存在しない『『『『原発性原発性原発性原発性（（（（げんぱつせいげんぱつせいげんぱつせいげんぱつせい

病気や使用している薬が原因となる

についてのについてのについてのについての話話話話 ～～～～転転転転ばぬばぬばぬばぬ～～～～

に・・・ワキのに・・・ワキのに・・・ワキのに・・・ワキの汗汗汗汗がががが多多多多くてくてくてくて気気気気になるになるになるになる方方方方へへへへ

形成外科 北澤 義彦、塚本 博和

にはにはにはには出出出出たくないたくないたくないたくない！！！！』』』』

にににに集中集中集中集中できないできないできないできない！！！！』』』』

えているのではないかえているのではないかえているのではないかえているのではないか…………とととと心配心配心配心配するあまりするあまりするあまりするあまり、、、、

！！！！』』』』！！！！』』』』

何度何度何度何度もももも制汗剤制汗剤制汗剤制汗剤をををを塗塗塗塗ったりったりったりったり、、、、シャツをシャツをシャツをシャツを着着着着

するともっとするともっとするともっとするともっと出出出出るるるる！！！！』』』』

声＞

るたびに、このような悩みで長年苦しんでいら

ができますができますができますができます。。。。

体温が上がりすぎることを防ぐため、

とともに熱を発散するようにできてい

の原因となります。体温の調節に必要

日常生活に支障をきたす状態（病気）

手のひらや足の裏、ワキの下、額など

部位です。

中年世代までの社会的活動が盛んな年代に多

げんぱつせいげんぱつせいげんぱつせいげんぱつせい））））多汗症多汗症多汗症多汗症』』』』と、何らかの



『『『『続発性続発性続発性続発性（（（（ぞくはつせいぞくはつせいぞくはつせいぞくはつせい））））多汗症多汗症多汗症多汗症』』』』に分

因となる病気を先に治療する必要があります

腋窩腋窩腋窩腋窩（（（（えきかえきかえきかえきか））））多汗症多汗症多汗症多汗症とはとはとはとは？？？？

多汗症の中でワキの汗が多いものを『『『『

ワキの下のことです。

ワキの下はもともと汗腺が多いうえに、

と気候や運動による温熱刺激の両方で発汗

いところです。

特別な原因がないのにワキに多量の汗をかく

いいます。

日本で実施された調査では、日本人の原発性腋窩多汗症

ると推定されています。

当院当院当院当院でのでのでのでの治療治療治療治療についてについてについてについて

①塗り薬（外用薬）

塩化塩化塩化塩化アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムなどを有効成分とする

毎日塗布を続けることで、徐々に効果があらわれます毎日塗布を続けることで、徐々に効果があらわれます

持続期間が短く（数日～数週）反復して使用

②注射薬（（（（ボツリヌスボツリヌスボツリヌスボツリヌス療法療法療法療法（（（（ボトックスボトックスボトックスボトックス

ボツリヌス菌がつくる天然のたんぱく質を

します。この薬が、交感神経から汗腺への

えます。

1回注射すると効果が4444～～～～9999かかかか月持続月持続月持続月持続するので

抑えることができます。

2012201220122012年年年年11111111月月月月からからからから、、、、重度重度重度重度のののの原発性腋窩多汗症原発性腋窩多汗症原発性腋窩多汗症原発性腋窩多汗症

うになりましたうになりましたうになりましたうになりました。。。。

分けられます。※続発性多汗症は、原

があります。

腋窩多汗症腋窩多汗症腋窩多汗症腋窩多汗症』』』』といいます。腋窩とは、

、緊張やストレスなどの精神的な刺激

発汗が促進されるため、汗が多く出やす

をかく病気を『『『『原発性腋窩多汗症原発性腋窩多汗症原発性腋窩多汗症原発性腋窩多汗症』』』』と

原発性腋窩多汗症の頻度は5.8%であ

とする薬を、ワキの下に塗ります。

があらわれます。があらわれます。

使用します。

ボトックスボトックスボトックスボトックス
®®®®

））））））））

を有効成分とする薬をワキの下に注射

への刺激の伝達をブロックし、発汗を抑

するので、年に1～2回程度の治療で汗を

原発性腋窩多汗症原発性腋窩多汗症原発性腋窩多汗症原発性腋窩多汗症であればであればであればであれば、、、、健康保険健康保険健康保険健康保険がががが使使使使えるよえるよえるよえるよ



※使用するのはボツリヌス菌がつくるたんぱく

あり、ボツリヌス菌そのものを注射

染の心配はありません。

お話だけでも構いませんので、お気軽

参考文献：ワキ多汗症サイト．http://waki

がつくるたんぱく質から精製された薬で

注射するわけではありませんので、感

気軽にご相談ください。

http://waki-ase.jp/



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

自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介＆＆＆＆医療公開講座医療公開講座医療公開講座医療公開講座

初めまして。今年４月より、一橋病院に

川牧夫川牧夫川牧夫川牧夫と申します。出身は埼玉県、資格

外科学会認定（スポーツ医、リウマチ医、

肢装具適合判定医、臨床研修指導医などです

専門専門専門専門はははは関節外科関節外科関節外科関節外科・・・・外傷外科外傷外科外傷外科外傷外科となります。

医療センター整形外科、埼玉県立小児医療医療センター整形外科、埼玉県立小児医療

７月26日 15時より約１時間、一橋病院

回市民公開医療講座を開催させていただきました

タイトルは「あなたのあなたのあなたのあなたの骨骨骨骨・・・・関節関節関節関節はははは大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫

した。

内容としては、①講師自己紹介②関節の

法について⑤人工関節置換術について⑥医療費助成制度

シャルワーカー：上田薫）について述べさせていただき

関節の資料及び医療費助成制度の資料をお

資料は今後も外来ホールに置く予定です）資料は今後も外来ホールに置く予定です）

当日は、猛暑の中、沢山の方々にご来場

ます。ハンドマイクやポインターの調子が

張のため・やや早口になってしまったこと

イドが見づらかった方がいらっしゃったことなどが

した。再度 講演の機会を頂いた際には、

容を磨いて、さらに沢山の皆様と知識を共有

私自身は毎週木曜毎週木曜毎週木曜毎週木曜（（（（午前午前午前午前・・・・午後午後午後午後））））に整形外科

いております。患者さまの立場に沿った、

門の関節疾患や外傷疾患以外にも整形外科疾患全般

すので、何かお困りのことや気がかりな症状

ぞお気軽にご受診察下さい。

今後ともよろしくお願いいたします。

話話話話 ～～～～転転転転ばぬばぬばぬばぬ～～～～

医療公開講座医療公開講座医療公開講座医療公開講座をををを振振振振りりりり返返返返ってってってって

に赴任させて頂いた整形外科整形外科整形外科整形外科 医師糸医師糸医師糸医師糸

資格は日本整形外科認定専門医日本整形外科認定専門医日本整形外科認定専門医日本整形外科認定専門医、日本整形

、運動器リハビリテーション医）、義

などです。

。職歴は独立行政法人国立病院機構災害

埼玉県立小児医療センター整形外科です。

整形外科医師 糸川牧夫

埼玉県立小児医療センター整形外科です。

一橋病院 外来特設会場において、第26

させていただきました。

大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫ですかですかですかですか？～？～？～？～膝膝膝膝・・・・股関節股関節股関節股関節をををを中心中心中心中心にににに～～～～」で

の基礎③関節炎の徴候と症状④保存療

医療費助成制度について（医療ソー

べさせていただき、ご希望の方には人工

をお持ち帰り頂きました。（人工関節の

））

来場いただきました。ありがとうござい

が悪かったなどハード面のほかに、緊

になってしまったこと、・私自身の大きな体が邪魔でスラ

がいらっしゃったことなどが、私自身の反省点となりま

、上記の反省点を生かしつつ、講演内

共有できればと考えております。

整形外科の2診察室で外来を担当させて頂

、丁寧な診察を心がけております。専

整形外科疾患全般を診察させて頂いておりま

症状がございますようでしたら、どう



杖杖杖杖についてのについてのについてのについての

地域医療連携課地域医療連携課地域医療連携課地域医療連携課

～はじめに～

４月から始まりました、西館の増築工事

す。建物は基礎のコンクリート工事が完了

気がいたします。今後は内装、外装、本館

末の竣工に向けて、安全に気を付けながら

《現在の工事の様子

～お知らせ～

下記の日時で停電工事が行われます。

＊日時

8月22日（金）19時～22時

8月24日（日）19時～22時

皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますがご

協力をお願いいたします。

H26.８.１ 駐車場から見た様子

《今後の予定》

＊８月中旬ころ：本館

＊８月中旬ころ：本館

＊９月上旬まで：本館

＊９月中旬ころ：ＭＲＩ、

についてのについてのについてのについての話話話話 ～～～～転転転転ばぬばぬばぬばぬ～～～～

地域医療連携課地域医療連携課地域医療連携課地域医療連携課よりおよりおよりおよりお知知知知らせらせらせらせ

発行：総務課

増築工事も早、４ヶ月が経過しようとしていま

完了し、なんとなく形が見えてきたような

本館への通路建築、 ＭＲＩ設置など９月

けながら進めて参ります！

様子》

しますがご

H26.８.1 １階内装工事

H26.８.１ 本館屋上から見た様子

本館 全館停電工事

本館２階 一部解体工事

本館 内装工事

：ＭＲＩ、X線TV装置 搬入・設置・調整



外来担当医表外来担当医表外来担当医表外来担当医表（（（（H2H2H2H2６６６６.8.8.8.8〜〜〜〜）））） 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 青鹿

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〜

石川(非

(2週)

14:00

脳外科 ＡＭ

皮膚科 ＰＭ 小松(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 岡部(非) 新倉

丸茂 杉山(非) 新倉 鈴木

村井(非)

藤井 村井(非) 丸茂

青鹿 杉山(非) 鈴木

竹内(非)

濱上

（予約制）

)

中里(非) 清水(浩) 藤原(非) 山竹

中里(非) 山竹 藤原(非)

塚本 北澤 北澤

塚本

１５:００〜

北澤 塚本

伊坂(非)

(予約制)

９:３０〜

古屋(非) 村木 清水(陽) 村木

糸川 川原(非) 非常勤(隔週)

古屋(非)

１４:００〜

清水(陽)

１５:００〜

川原(非)

１４:００〜

非)

14:00〜

糸川

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、理学療法士

＊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

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。

理学療法士、医療連携課

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

グループ（TMG）の病院です


