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　去る５月14日水曜日に2014年度看護の日のイベントを開催いたしました。日本看護
協会ではフローレンス・ナイチンゲールの生誕を記念して、毎年５月12日を看護の日と
しています。そのため、５月12日を含む週には全国の病院などで看護の日のイベントを
行っています。
　当院も毎年看護の日のイベントを行っていますが、今年度は『みんなを元気にする看護
の力』をテーマとして開催させていただきました。
　今年も近隣にお住いの方や受診・デイサービスで当院を利用の皆様にご参加いただき、
無事終了することができました。
　設置コーナーとしては、前年度から引き続きの身体測定・ロコモ体操・栄養相談・血管
年齢測定がありました。また毎年好評をいただいている、医王病院職員の子供さんが書い
た『医王病院で働くお父さん、お母さん』の絵や患者様の作品展示もさせて頂きました。
　今回は新たに肺年齢測定のコーナーを設置し、慢性呼吸器疾患看護認定看護師と摂食・
嚥下障害看護認定看護師による相談コーナーも設けました。各相談コーナーでは、普段
お悩みのことでもなか
なか病院で相談できな
かったという様な、皆
さまの日頃のお悩みを
聞かせていただくこと
もできました。
　午前中のみの開催と
いう短い時間のイベン
トではありましたが、
たくさんの方々とお話
をさせて頂くことがで
き、スタッフ一同大変感謝しております。
　イベントの開催告知に不慣れなため、皆さまへのお知らせが十分でなかったことを反省
点とし来年度からはイベント開催スタッフ一同、告知方法も検討して準備させていただき
たいと考えております。
　来年度も、医王病院看護師および関係スタッフが笑顔でお迎えしたいと思いますので、
どうかふるってご参加いただけますようお願い申し上げます。ありがとうございました。

今年も好評のうちに看護の日のイベント終了!
３病棟　副看護師長　西岡　直美
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腸は第２の脳である

　皆様は“腸は第 2の脳である”という話を聞いたことはありますか？私は２
年くらい前に“腸は第２の脳”という本を読んで驚きました。人間には 2 つの
脳を持っていて、１つは“頭脳”、2 つ目は腸の中にある脳“腸脳”です。これは、
1980 年代にアメリカのガーション博士が提唱してセンセーションを起こしま
した。

　今回はこの話題を取り上げます。
　食べ物は口から入って、食道→胃→十二指腸→小腸→大腸 と消化・吸収さ
れて最後には便となって排出されます。腸は胃から入ってきた内容物を蠕動運
動によって肛門に向けて次へ次へと押し出します。ではこの腸のシステムはど
こで管理されているのでしょうか？食べ物を消化吸収するのは自律神経とりわ
け副交感神経の役割です。つまり頭脳です。頭脳には 150 億個の神経細胞が
あります。ところが、腸をコントロールするのは脳だけではないのです。腸に
はそれよりずっと少ないですが、1 億個の神経細胞が存在し、腸管神経系と言
われる独自のネットワークを作っています。この神経ネットワークは自律性が
あり、脳の指示がなくても腸は働くことがわかってきま
した。そこでしばしば腸は“第 2の脳”と呼ばれ、頭脳
に対して謂わば“腸脳”と呼ぶ人もいます。
　では、これらのネットワークはどのようにして情報を
伝えているのでしょうか？神経から次の神経へと情報を
伝えているのは、神経伝達物質というホルモンです。神
経伝達物質には色々ありますが、腸神経系では、特に“セ
ロトニン”という神経伝達物質が腸の中に多数存在して
いることがわかってきました。セロトニンの 95％は腸
に、脳では１％、残りは腎臓などにあります。腸のセロトニンは、血液脳関門というバリアを通
過できないので脳に移行することはできません。腸のセロトニンは腸管神経系に深く関わってい
て、腸管に食べ物が入った時、腸管を走る神経が内容物の通過を感じ取り、その情報を腸管全体
に伝え、腸の蠕動運動を引き起こすことに関与しているというのです。脳独自のものと考えられ
ていた働きが、実は腸にも存在するらしいのです。

　“セロトニン”はトリプトファンというたんぱく質から作られます。トリプト
ファンは体内では合成できないので、必ず食物から摂取しなければなりません。
トリプトファンは肉や魚、大豆、ナッツ類に多く含まれます。セロトニンは脳の

神経細胞や腸のクロム親和性細胞という細胞から合成されますが、そのときにビタミン B6 や葉
酸が必要です。これには腸内細菌が関与しており、腸内細菌がいないとビタミ
ンが不足し、セロトニンを合成できません。良い腸内細菌を増やすには食物繊
維をたくさん摂ること、乳酸菌の中でも、味噌、糠付けなどに含まれる植物性
乳酸菌を摂ることが大切です。良い腸内細菌を増やすことが、セロトニンを増
やすことにつながるそうです。

　“セロトニン”は精神を安定させるなど“安らぎ”を与えてくれるホルモンとして有名です。近年、
ちょっとしたことでキレる人が多いですが、自分の気持ちをコントロー
ルできなくなった結果だと思います。これはセロトニン不足が一因だと
言われています。セロトニンが減ってくると、怒り易くなったり自分の
気持ちを抑えられなくなったりすることがわかっています。“腸

はらわた
が煮

えくりかえる”という言葉がありますが、まさしく腸が怒っている
のかしれません。
　興味のある方は、下記の本をご参照ください。
　文献参照：腸は第二の脳．松生恒夫著　河出書房新社出版
　　　　　　腸内革命．藤田紘一郎著　海竜者出版

研究検査科　川畑　圭子　

検
査
科
だ
よ
り

検査のおはなしシリーズ　５
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　熱くなると全身の倦怠感や食欲不振、無気力といった不調が出てくることがあります。
これが「夏バテ」です。夏バテの原因とされるのは、
①大量に汗をかいたことによる体内の水分とミネラルの不足。
②暑さによる消化機能の低下と栄養不足。
③冷房の効いた室内と暑い野外に繰り返し出入りすることで体温を調整する自律神経の働

きが低下する自律神経失調症。
④冷え。（冷房の効いた室内に長時間居続けることによる）
　冷房が普及してなかった時代は暑さによる体力消耗が夏バテの主な原因でしたが、最近
では冷房による自律神経失調症と冷えによる夏バテが深刻化しています。
夏バテの改善と予防
①しっかりと体を休めて体力をつけることと栄養補給。特にビタミンやたんぱく質不足に

注意。
②冷房による自律神経失調症や冷えには、入浴などで体を温めて、しっかり汗をかくこと

が大切です。
③室内と外気の温度差は５℃以内が理想です。
夏バテによい食品
★キュウリ
　約 95％が水分で、夏のほてった体を冷やす効果があります。また、汗で失われがちな
カリウムが豊富に含まれているためむくみの対策としても積極的にとるようにしましょう。
★豚肉　豊富なたんぱく質とビタミン B 群を含み、栄養不足を補います。
★ニガウリ
　ゴーヤとも呼ばれるビタミン C の豊富な沖縄を代表する食材です。βカロテンやビタ
ミン B₁、カリウム、リン、鉄分などの栄養素をバランスよく含み、抗酸化作用が期待で
きるので、夏バテに適しています。

栄養管理室長　上田　広美

≪材料≫（２人前）
塩豚……………100ｇ
（豚バラブロックに
　塩をまぶし、１～２日
　冷蔵庫で保存したもの）
ニガウリ………1/2本
クコの実………小さじ1強
水………………１ℓ
塩・コショウ…適宜
ごま油…………適宜

塩豚の作り方≪作りやすい量≫
①豚バラブロックは 300 ｇ～天然塩大さじ２杯
②豚バラブロックに塩を揉みこみ、キッチンペーパー

に包みさらにナイロン袋に入れ冷蔵庫で１～２日寝
かせます。

≪ニガウリと基本の塩豚のスープ≫
①基本の塩豚は 100g 程度１㎝幅にカットし、塩を

軽く洗い流します。
②ニガウリはワタを取り、１～２㎝幅に切ります。
③鍋で水を沸騰させ、塩豚を入れます。20 分位中火

であくを取りながら煮ます。
④ニガウリ、クコの実を入れさらに 10 分ほど煮て、

塩コショウで味を整え、ごま油を垂らして出来上が
りです。

夏バテしないで元気に過ごしましょう
おすすめレシピの紹介（連載第５回）

ニガウリと基本の塩豚スープ
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昔は、笑えるネーミングの薬が多く存在した
薬 剤 科

－このページは医王病院薬剤科がおくすりに纏わる『ホンマでっか ! ？』な話を紹介して
いくコーナーです。『ホンマでっか ! ？』といった目でご覧ください。－　

　薬は新薬（先発医薬品）として発売された後、特許が切れると後発医薬品（ジェネリッ
ク医薬品ともいう）として他社からも製造販売できます。この場合、開発費用が安く済む
ことから薬の値段も安くなります。昔は自由に名前を付けてもよかったので、「ダジャレ
かよ！」とツッコミたくなるような名前も存在しました。おそらく、先発医薬品が先行し
ている中、少しでも患者さんやお医者さんに名前を覚えてもらえるようにインパクトを残
したかったのだと思います。下に示す薬は私が「笑える」と思った名前です。他意はあり
ませんのであしからず。でも名誉のために会社名は伏せさせて頂きます。

①「正統派なんだけど、なんだかなあ」部門
　　・アレルオフ………アレルギーをオフってことで。
　　・マプロミール……一般名はマプロチリン、先発医薬品はルジオミールです。
　　・ペレトン…………先発医薬品は 2 社による併売で、ソレトンとペオンでした。
②「名前を聞くと効果も上がりそう」部門
　　・ヨーデル…………下剤です。効きそうな名前です。
　　・グッドミン………睡眠薬です。気軽な雰囲気のネーミングですが、向精神薬取締法
　　　　　　　　　　　の対象となる薬剤ですので念のため。
③「コメントしようがない」部門
　・ボインリール………先発医薬品はグラマリールです。
　いやはや、ホンマでっか？なネーミングです。
　現在はこのようなユニークなネーミングは出来ません。紛らわしい名前によって取り違
えなどの過誤が生じる恐れがあるため、厚生労働省は平成 17 年に「医療用後発医薬品の
承認申請にあたっての販売名の命名に関する留意事項について」という通知を出し、ネー
ミングに一定の基準を設けました。古い薬剤で現在も名前が残ったままの物もありますが、
新たに発売される後発医薬品は、『一般名○○○塩錠××㎎「会社名」』といった形式になっ
ています。おそらく、おくすり手帳などでこのような名称を目にすることが増えているの
ではないでしょうか。
　厚生労働省は、医療費の抑制のために後発医薬品の使用促
進を推し進めています。薬剤師として、名前に囚われず内容
を十分に吟味して、患者さんが安心して服用できる後発医薬
品を推奨していきたいと思います。

シリーズ　おくすり 『ホンマでっか!？』話

№１
昔は、笑えるネーミング
の薬が多く存在した。

こんな風に会議をして決めて
いたのだろうか。

薬の名前はこんなに分厚い辞典に載っています。
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６病棟  看護師　田中　夕紀
①トランペットを買ったのでこれからいっ

ぱい吹きにいこうと思っています。
②ふくろう。
　似ているといわれたから。
③少しずつできることが増えてきてうれし

いです。これからももっと頑張って覚え
ていきます、よろしくお願いします。

　もう遅刻はしません。

６病棟  看護師　安田ゆかり
①ライブに行くこと。
②犬。
　好きだから。
③一生懸命がんばっていきたい。

３病棟  看護師　中谷真一朗
①歌を歌うことと、楽器を鳴らすことです。
②アザラシです。
　ゴロゴロするのが好きなのと、最近「の

ほほ～ん」としていると言われることが
多いからです。

③先輩達の仕事ぶりに少しでも近づけるよ
う、自分のペースで頑張っていきたいと
思います。よろしくお願いします !!

１病棟  看護師　作田優香里
①植物園散策、四季折々の植物や自然の美

しい風景を見ること。アロマセラピー。
　　　運動不足なのでホットヨガでも初め
　　てみよ～かな？と考えているトコロで

す。すごい冷え性なので、スローペース
な運動で体質改善できたらいいな～と
思っています。

②猫？かな。
　マイペース・のんびり・自由気まま。
③まずは基礎看護技術をしっかり身に付け

1 つ 1 つ処置をしっかり確実に行える
ようになること。患者さんの変化に早く
気付き対応していけるよう、アセスメン
ト能力を高めていけるよう、日々精進し
てきたたいと思います。御指導よろしく
お願い申し上げます。

８病棟  看護師　中間　立勤
①休日、車でどこかに行くこと。
　おいしいものを食べること。
②キリン。
　身長が高く、よく周りから言われる

ことがあるので。
③毎日、一生懸命がんばります。

５病棟  看護師　藤島あかね
　　①遠出。
　　②アザラシ。
　　　…
③先輩たちからたくさん学んで、いっ

しょうけんめいがんばりたいです !!

５病棟  看護師　門前　健作
　　　①献血。
　　　②黒豹。
　　　　地黒だから。
　　　③早く一人前の看護師になりま
　　　　す。

３病棟  看護師　鵜垣　真依
①ドライブを行くことと、お酒を飲むこと
　　が好きです。
　　②ネコだと思います。
　　　マイペースな性格でのんびり過ご

す事もあれば、時々好奇心旺盛で 1
つのことに熱中し出すところがある
からです。

③患者さま方や家族の方々、先輩看護師さ
ん方から日々学び、笑顔と感謝の気持ち
を忘れず、頑張っていきたいです。

３病棟  看護師　室屋　健太
①能登でよさこいをしています。
②リス。
　同期に言われました。多分落ちつきが

ないんでしょう。
③早くチームの一員として、役立てるよ

うに努力していきます。

企画課  契約係　松岡　大地
①映画鑑賞、料理。
②ライオン。
　　　しし座だから。
③仕事をやりきる。

１病棟  看護師　中澤　治子
①カラオケしたり大好きな音楽を聴くこと

です。食べることも大好きです。
②ゾウです。
　１つ１つの行動がスローペースなので。
③ゆっくりペースですが、自分なりに頑

張っていきたいと思います。

５病棟　療養介助専門員　七黑　由梨
①ドライブ。
②コアラ。
　慎重だから。
③これから少しづつ覚えて頑張っていきた

いと思います。よろしくお願い致します。

５病棟  看護師　山﨑　舞
①ドライブ、映画、DVD。
②ぞう。
　動きがおそいから。
③これから沢山の事を学んでいきたいです。
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所属　　職名　　名前
①趣味は何ですか？
②自分を動植物にたと
えると？

　またその理由は？
③抱負をお聞かせくだ
さい。

８病棟  看護師　森岡　港
①散歩、友だちとご飯を食べに行くこと。
②猫。
　気分屋なところが似ていると思う。
③日々成長できるように頑張ります。

７病棟  看護師　森田圭一郎
①寝ることと旅行です。
②いぬ。
　日なたぼっこが好きだから。
③ちゃんと家族と患者さんと交流ができ

て誰からも頼れる看護師になる。

１病棟  看護師　松田ちづる
①食べることです。
　　②アライグマ。
　　　家でもよく手を洗っているの
　　　で。
③早く仕事に慣れて、患者さんのこと

をよく考えられる看護師になれるよ
うに頑張ります。

１病棟  看護師　横地　美里
①ドライブ、カラオケ、おいしいもの

を食べること。
②なまけもの。
　ごろごろするのが好きだから。
③まだ分からないことも１人じゃ出来

ないことも多いですが、一生懸命頑
張るのでよろしくお願いします。

リハビリ部門　作業療法士　森田　　綾
①自宅の古い寺をすみやすいようにセルフ

リノベーション。旦那と音楽ユニットを
組みました、持ち歌はまだ一曲。

②イリオモテヤマネコ。
　沖縄に行きたいから。
　イヌかネコといわれたらネコ。
　飼われているか野生かといわれたら野性。
③がんばります。

７病棟  看護師　中藏　智恵
　①アロマセラピー。
　②牛。
　　干支なんです。
　③一つ一つの事を丁寧にこなせるよ

うになりたいです。

１病棟  看護師　米崎　珠緒
①運動。
②ねこ。
　マイペース。
　③技術を身に付け、患者との信頼関

係を築けるようになる。

６病棟　療養介助専門員　新谷　友佳
　　　①ドライブ、温泉巡り、旅行。
　　　②ぞうさん。
　　　　のしのし歩くところが保育実

習で園児に似ていると言われ
ました・・・。

③患者様の人生に寄り添い、患者目線
で援助できる介助員を目指して日々
努力していきます、未熟者ではあり
ますが一生懸命頑張ります、ご指導
よろしくお願い致します。

薬剤科  薬剤師　熊野　文香
　　①水泳、フルート。
　　②ブタ。
　　　食べることが好きだから、
　　　目が小さいから。
③皆さんと協力して仕事ができるよう

に頑張りたいです。

１病棟  看護師　伊井　宏樹
①スノーボード、友人との食事。
②イヌ。
　主人に忠実であるように真っすぐな

性格であり、病院に尽くし貢献した
いから。

③期待に答えられるよう頑張ります。

６病棟  看護師　橘　　優生
①映画、音楽、ライブ、フェスに行く
　こと。
　②最近うちのねこに似てきたと言わ
　　れます。
　　よく食べて寝るところ。
③早く一人前になりたーい！

神経内科　医師　池田　芳久
①ドライブ、釣り、サッカー観戦、飲酒。
②パンダ？
　何故か言われたことがあります。
③生涯成長、アルコールに克つ！
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検査室の「輪・和・環」

　皆さまは病院で受診された時、1 回や 2 回、血液や尿の検査をされたこと

があると思いますが、その血液や尿はどこへ運ばれていくのか、ご存知ですか？

　採取された血液や尿は、検査室に運ばれて、“臨床検査技師”

という国家資格をもった人たちが検査をします。医王病院で

は 4 人の臨床検査技師が働いています。

　採取された血液の行方をちょっとお話します。

　検査にもいろいろな目的でさまざまな検査がありますが、その一つ生化学的

検査の場合でお話します。

　血液を採血管に入れると、20 分くらいで固まってきます。次に遠心機にか

けると、血球成分と液体成分に分かれます。遠心機とは洗濯の脱水機のような

もので、早いスピードで回転させると、上の液体成分と下の血球成分に分かれ

ます。次に、その液体成分を自動分析機という機械にかけます。

　血液にはいろいろな物質が含まれています。例えば肝機能をみるときには、

AST、ALT という酵素などを調べます。腎機能を見るときは、尿素窒素やク

レアチニンとう物質を検査します。それらは、一つ一つ反応させて測定するの

ですが、自動分析機という機械がしてくれて約 15 分で結果が出ます。とても

賢い機械です。採血してから、約 50 分で結果が出ます。

　私たち臨床検査技師は、普段は患者さまとは、余り顔を合わす機会がないの

で、未だ世間からの認知度は低い感じです。臨床検査技師という職業を覚えて

下さいね。

→ → →
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ホームページ　http://www.ishikawaｰc.ed.jp/~iouxxs/

●石川県における病弱教育を担う特別支援学校は、医王特別支援学校（及び小松みど
り分校）です。

　※病弱教育とは、何らかの病気により長期にわたって医療（入院・治療）を要する
子どもたちへの教育です。

●医王特別支援学校は、隣接する医王病院に入院しながら教育を受けることができる
県立の学校です。

●個々に応じて、学習空白や遅れを補う教育をしていきますので、安心して入院し治
療できます。

●医王特別支援学校には、小学部、中学部、高等部、分教室、病院訪問の教育があ
り、希望に応じて進学・就労などの進路指導も行っています。

入院中の子どもたちも
　　継続的な教育が受けられます！

　

分教室 校外学習
　平成26年５月14日（水）いしかわ子ども交流センターへ行きました。
天気にも恵まれ、館内探検、遊歩道での
散歩、プラネタリウムを楽しみました。
お昼もゆっくり過ご
せて、良かったです。
　医師、看護師の
方々には大変お世
話になりました。
ありがとうございました。

本校 避難訓練
　５月２日（金）避難訓練（火災想定）
を行いました。
　役割分担がスムーズだったため３分か
からずに、避難を完了することができま
した。何度も訓練をして、身体がすぐに
動くようにしたらよいそうです。
　その後は消火器の使い方を教えてもら
いました。力の弱い人の消火器の使い方
なども知ることができました。
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～ 外来診察のご案内 ～

独立行政法人
国立病院機構医王病院 ●交通アクセス

・JR金沢駅よりJRバス（福光行、田ノ島行、中尾行）で30分、医王病院前下車
・JR森本駅より徒歩15分　・北陸自動車道　森本ICより車で５分　・山側環状線より車で５分

〒920-0192 金沢市岩出町ニ73-1　TEL.076-258-1180 FAX.076-258-6719 http://www.hosp.go.jp/~iou/

■発行者　医王病院　■発行人　関　秀俊　■発行日　平成26年７月25日　■印刷所　株式会社ハクイ印刷

～ 患者さまの権利と義務 ～
　患者さまは誰でも人間としての尊厳を大切にされ、医療を受ける権利を有しま
す。また、医療は患者さまと病院職員が、お互いの信頼関係に基づき共に作り上
げていくものです。したがって患者さまには医療に積極的に参加していただくこ
とが必要です。
　当院はこのような考えに基づき、下記の「患者さまの権利」を尊重して医療を
提供いたします。また患者さまは「患者さまの義務」を果たされるようにお願い
致します。

患者さまの権利
１.患者さまは良質な医療を公平に受ける権利を有します
２.患者さまは病気に関する情報や検査・治療についての説明を聞き、自分の受

ける医療を選択できます
３.患者さまは個人情報を保護される権利を有します
４.患者さまはいつでもカルテ開示を求める権利を有します
５.患者さまはいつでもセカンドオピニオンを求める権利を有します

患者さまの義務
１.患者さまには病院の諸規則を守る義務があります
２.患者さまには自ら病気を治そうと努力し、また病気に関し病院職員の指示を

守る義務があります
３.患者さまには他の患者さまの治療や検査、快適な療養生活に支障を与えない

ように配慮していただく義務があります
４.患者さまには当院での入院治療が必要でなくなった時には退院頂く義務があ

ります
５.患者さまには医療費の外、利用契約に基づく一部負担金などを支払う義務が

あります

医師および医療従事者の権利
　医師および医療従事者は、自らの良心や医療倫理に相反することに対して、患
者さまからの要求があっても拒否する権利があります

《編集後記》
　本格的に気温も上がってきており、かき氷が食べたい季節となってきましたね。皆様も熱中症等体調には気を
付けてください。
　さて、今月号は恒例の新人紹介のコーナーもあります。どんな新人が入ったのか気になりますね。今後もより
皆様に楽しんでいただけるニュースを提供できるよう努めてまいりますのでよろしくお願いします。
 病院ニュース編集委員会

職員募集 看護師30名募集中です。詳しくは人事担当までお問い合わせください。

【診察時間】

午前

午後
(小児科のみ）

診察受付/午前８：30～11：30
診察時間/午前９：00～正　午
診察受付/午後３：00～ ５：00
診察時間/午後３：00～ ５：00
（予防接種の方は午後３：00～４：30）
※午後の一般内科は休診です

●内科外来担当

●皮膚科

●小児科外来担当

●専門外来（要予約）

診療科 月 火 水 木 金

午前

一般内科 池田芳 本崎 髙橋 池田篤 池田芳

神経内科 髙橋 石田  駒井 石田

呼吸器内科 田上 田上 田上 田上 田上

診療科 月 火 水 木 金
午前 皮膚科 八田 八田 八田 八田 八田

診療科 月 火 水 木 金

午前 一　般 中村 辻 関 丸箸 大野
奥田（予約）

午後 一　般 脇坂 福田 佐藤 山田 井上
奥田（予約）

【休 診 日】土曜・日曜、祝日

＜心身症＞ 関・大野
＜言　語＞ 中村・脇坂
＜発達/神経/てんかん＞ 辻・脇坂
<重症心身障害児> 丸箸
<筋ジストロフィー> 辻・脇坂
<肥　満> 山田
<子育て支援外来> 奥田・中村

この広報は高精細340線で印刷したものです。PIN No.P13-0179

この印刷物は、E3PAのゴールド
プラス基準に適合した地球環境
にやさしい印刷方法で作成され
ています
E3PA：環境保護印刷推進協議会
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