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たけなか   あつこ 

 ＊どちらの取り組みも、治療や入院状況の都合により、提供できる病棟が限定されています。 

               

 Ｔ トピックス  ＯＰＩＣＳ 
千葉県こども病院での取り組み「その子らしく、その子のために」 

 千葉県こども病院では、「その子らしく、その子のために」に基づき、こどもが持つ力を最大限に引き

出せるように環境を整え、療養生活を支援することを目標に医療と看護を提供しています。  

 今回は、こども病院に楽しい時間を届けてくれる二つの取り組みをご紹介します。 

  

 ひとつめはアニマルセラピーです。特別支援学校の授業の一環として組み込んでおり、訓練された犬達

（セラピードック）を獣医師さんらのボランティアの方々が連れてきてくださり、セラピードッグとの関

わりを通して犬とのふれあいや命について学んでいます。アニマルセラピーを行っている病棟のこどもた

ちは、１年近くに及ぶ入院生活の中で様々なことが制限されますが、たくさんの楽しい時間があること

で、治療も頑張って受けていくことができます。ワンちゃんとの触れ合いはみんな大好きな時間です。  

まずは一同揃ってプレイルームでご挨拶。 

  ６～７頭のワンちゃんが来てくれます。 

 ベッドサイドまで訪問です。 

「大きいなあ、優しい目をしてるよ！」 
「お部屋の中で一緒にお散歩するんだ！ 

 僕のおともだちだよ。」 

左）いつもより豊かな表情で一生懸命 

  手をのばして応えます。 

右）み～んな、い・く・よ！ 

 赤いお鼻は、友だちのしるしだよ！ 

（写真提供：特定非営利活動法人 

             日本クリニクラウン協会） 

もうひとつは、ピエロに扮したクリニクラウン（臨床道化師）の訪問です。クリニクラウンとはＣｌｉｎ

ｉｃ（病院）とＣｌｏｗｎ（道化師）を合わせた造語です。活動の主役は「こども」、テーマは“すべての

こどもにこども時間を”。病気のために様々な制限の中で入院生活を過ごしているこどもたちが、おもいき

り笑い、主体的に遊べる環境を作り、ひと月に１回の元気と優しさがあふれるひと時を届けてくれます。 

こどもたちのいつもは見せないとびきりの笑顔が見られると、周りのご家族も私たちスタッフもとっても

嬉しくなります。 

（写真提供：特定非営利活動法人 ミルフィーユ小児がんフロンティアーズ、4東病棟） 

（千葉県こども病院 こども・家族支援センター 副看護局長 竹中 敦子） 

※患者さんのお写真は、ご本人とご家族に掲載許可を頂いております。 



 健康相談  CONSULTATION 

１ 熱中症って、どんな病気？                                  

    高温の環境への体の反応や対処方法が原因で生じるさまざまな不調で、その重症度によっ 

 て症状は多彩です。 

    軽い場合、体温は保たれたまま血圧が低下し、めまいを起こしたり気分が悪くなる程度です 

 が、重症になると体温の調節機構が破たんし、高体温によって細胞障害に至り、体中の臓器が 

 影響を受け、生命危機に晒されることもあります。  

 Q１ 高温の環境では、人間の体はどのように反応しますか？ 

 A  人間の体が高温の環境に晒されると、体温の上昇を防ごうとします。 

    そのために汗をかき、また体内の血管を拡張させて、熱が外部に逃げやすいように働きます。 
 

 Q２ 熱を逃がす働きがあるのに、どうして熱中症になるのでしょうか？ 

 A 汗を多くかいているのに水分の補給が足りないと、脱水に陥ります。また、体内の血管が拡張 

  し続けると、血圧が下がります。血圧が低下し気分が悪くなるのが、熱中症の初期段階です。 
 

 Q３ 熱中症がさらに進むとどうなりますか？ 

 A 涼しい環境下に移り水分を十分に補給すれば、初期の段階なら問題はありません。しかし、 

  水分だけ補給して、汗で水分と一緒に失われる塩分の補給が足りないと、全身の筋肉に痛みが生 

  じます。また、高温の環境下にとどまると、深刻な脱水症状に陥り、汗も減少し体温が上昇し始めま 

 す。そうなると重症の熱中症に発展しかねません。 
 

 Q４ 熱中症を予防するには？ 

 A 暑い環境下に長く居続けない、こまめに水分を多くとる、とる水分は水やお茶よりも、スポーツドリンクなどミネラルを含む飲 

   料を選ぶことが重要です。 
 

 Q５ 特に熱中症に注意が必要なのは、どんな場合でしょうか？ 

 A 温度の高い日や場所に注意するのは当然ですが、汗をかいても汗が蒸発しないと体温は下がりません。 

     したがって、湿度の高い日や場所も熱中症になりやすいので、要注意です。 

       また、体内の水分が少ない高齢者、体力等の余力が少ない小児、通常より多めの水分が必要な妊婦、普段から水分制限 

  をされている方などは特に注意が必要です。 

２ 食中毒を防ぎましょう 
 食中毒とは、有害・有毒な細菌などの病原体や、毒素を含む食品を、食べたり飲んだりしたこと 

 によって、腹痛・下痢・嘔吐・発熱などが起きる病気です。気温の上がる今の季節は、細菌による 

 食中毒が発生しやすくなる時期です。 今回は家庭での食中毒の予防について説明していきます。 

    細菌による食中毒予防の三原則は、（菌を）付けない・増やさない・殺す、です。 菌を食品に付 

 けないよう清潔に調理し、菌を増やさないよう食品を取り扱い、加熱により菌を殺すようにすること 

 で、家庭での食中毒の多くは予防できます。 

Ｑ１ 菌を付けないようにするにはどうすればいいでしょうか？ 

 A 調理する人はよく手を洗いましょう。指や手にけがをしているときは手袋などを使い、傷が食品 

   に付かないようにしてください。まな板・包丁などの調理器具はよく洗いましょう。 

       調理の順番も重要で、サラダや刺身など生で食べるものは先に、肉などの加熱するものは後 

   で調理するようにしましよう。 

 

Ｑ２ 菌を増やさないような食品の取り扱いとはどういうことでしょうか？ 

 A 食品を買ってから家に持ち帰るまでの時間はなるべく短時間に、また保冷剤や保冷容器の   

  利用を考慮してください。 一度に多く食品を買いすぎるとその分保存期間が長くなりますので、 

   この点も注意が必要です。冷蔵庫や冷凍庫の管理も大切で、適温を保ち、また食品を詰めすぎ 

   ないようにしましょう。 

  

Ｑ３ 食品の加熱の目安はありますか？ 

 A 75度以上の温度で1分間以上加熱すると、細菌による食中毒の大部分は予防できるとされています。ただし、食品の中ま 

   で十分に加熱する必要があります。また、「75度、1分間」で食中毒がすべて予防できるということではありません。 

 

PROFILE プロフィール 

PROFILE プロフィール 

ふじよし    なおひこ 

     藤芳 直彦 

（千葉県救急医療センター 

 集中治療科 主任医長） 

松戸市立病院勤務などを経て

平成２０年１月から現職。 

牧方市民病院（大阪府）時代

は阪神淡路大震災を経験。 

日本救急医学会指導医、 

日本DMAT隊員。 

 なかほり  すすむ 

           中堀 進 

(千葉県立佐原病院内科部長) 

 消化器内科全般・一般内科を

担当しています。 

佐原病院勤務歴は約20年で、

地域の実情に合わせた医療を

心がけております。  



（千葉県がんセンター 内視鏡科医長 鈴木 拓人） 

左）レーザー内視鏡を用いた 

大腸腫瘍の内視鏡画像。 

画像強調モードの拡大観察

を行うことで、腫瘍が本当に

癌であるか診断できるように

なります。 

 治療  TREATMENT 

 設備  EQUIPMENT 

      古口 徳雄 

（千葉県救急医療センター神経系

治療科（神経内科）部長（兼）リハ

ビリテーション科部長） 

千葉県共用脳卒中地域医療連携

パス座長。 

脳血管内治療、神経救急、リハビ

リテーションなど脳卒中全般を専

門としています。 

のうどうみゃくりゅう そくせんじゅつ 

ずがいない こぶ 

そけいぶ 

じゅうてん 

 

 

PROFILE プロフィール 
こぐち     よりお 

レーザー光源を用いた最新型内視鏡システム 
                          千葉県がんセンター 

 千葉県がんセンター内視鏡科では、最新型のレーザー内視鏡システムを 

平成24年10月から導入しています。全国でもまだ限られた施設にしかあり

ません。 

この装置は、上下部消化管内視鏡検査・治療を行う患者さんを対象とし

ており、従来の内視鏡機器に比べ、より質の高い診断をサポートします。 

  観察目的に応じて、2種類の波長の異なるレーザー光を自在にコント

ロールすることで、粘膜表層の細かな構造や血管などを強調した画像を見

ることができます。これにより小さく不明瞭な病変を認識しやすくし、さらに

画像を拡大することで、癌の正確な範囲、深達度の診断が可能となります。  

 本装置の利用により、癌のさらなる早期発見、早期治療につなげられると

期待できます。              
すずき    たくと 

     藤芳 直彦 

（千葉県救急医療センター 

 集中治療科 主任医長） 

松戸市立病院勤務などを経て

平成２０年１月から現職。 

牧方市民病院（大阪府）時代

は阪神淡路大震災を経験。 

日本救急医学会指導医、 

日本DMAT隊員。 

だいたいどうみゃく 

コイル塞栓術：開頭手術をしない脳動脈瘤治療 
                           千葉県救急医療センター 

    今回は、脳動脈瘤に対するコイル塞栓術についてご紹介します。 

  脳動脈瘤は頭蓋内の太い血管にできる瘤で、破けると、くも膜下出血を生じ生 

 命の危機に陥ります。くも膜下出血が起こった場合、再出血すると死亡率は非 

 常に高くなり、助かったとしても大きな障害を残すことがあります。 

  そこで、脳動脈瘤が破裂しないように治療をするわけですが、その治療法には、 

  開頭手術（ネッククリッピング術）と脳血管内手術（コイル塞栓術）があります。 

  脳血管内手術は開頭手術に比べ、患者さんの負担が少ないという大きなメリッ 

 トがあります。 

    脳血管内手術は、鼠径部の大腿動脈から動脈に入り、脳動脈瘤の中まで 

  マイクロカテーテルを誘導し、プラチナ製コイルを充填して出血を予防します。 

  マイクロカテーテルは先端の外径が0.8mm、長さが1m50cm程の柔らかく細長い 

 チューブで、これを体の外から操作します。操作には熟練を要し、細かな調整に 

 は限界があります。また、動脈瘤の奥行きが浅い、入り口が広い、動脈瘤内部に 

 血栓（血のかたまり）がある場合には、十分な治療効果は期待できないため、動脈瘤の場所や形、患者さ 

 んの状態などを考慮しながら開頭手術と比較し、より適切な治療方法を選択しています。 

   最近は、入口の広い動脈瘤や不整形の動脈瘤にもフィットしやすい巻ぐせのついたコイルの開発や、 

 風船やステント（編み込んだ筒）を使って動脈瘤の入口を抑えながら治療する技術が進歩し、治療の可能  

 性は広がっています。 



栄養士の健康レシピ  REＣＩＰＥ 

あらい    あやの 

豚のさっぱり香味丼 
暑い季節にぴったりの、さっぱり＆栄養豊富などんぶりをご紹 

介します。お米は色々な栄養素が詰まった胚芽精米を使用して 

います。特にビタミンB１、食物繊維、ギャバ等が豊富で、肥満や 

便秘解消、ストレスを和らげる等の効果があります。 

 

【材料（1人分）】１人分：630kcal   塩分1g 

 胚芽ご飯200g／豚ロース薄切り70g／みょうが 1/2個／ 

 大葉2枚／生姜1/5かけ 

 トマト1/4個／かいわれ菜1/5パック／サラダ菜 1～2枚 

 A（炒りゴマ・しょうゆ・みりん・ごま油各小さじ１／ 

    練り辛子少々／砂糖小さじ1/3）／ 

【作り方】 

 ①トマト、かいわれ菜、サラダ菜は食べやすい大きさに切る。みょうが、大葉、生姜は千切りにする。 

 ②塩、酒（分量外）少々を加えた湯で豚肉を茹でる。 

 ③茹でた豚肉、みょうが、大葉、生姜をAで和える。 

 ④器に胚芽ごはんを盛り、サラダ菜を敷いた上に③を乗せ、トマト、かいわれ菜を盛り付ける。 

 

 今回のレシピは当センターのデイホスピタル※の調理プログラム参加者の皆さん 

と一緒に作りました。  

 ※デイホスピタルとは、通院しながら、陶芸や料理、スポーツ、お花など様々な活動 

 を通して行うグループ活動による治療のことです。 

 

           （千葉県精神科医療センター 管理栄養士 荒井 文乃） 

 

【千葉県立病院】 

  がんセンター      〒260-8717  千葉市中央区仁戸名町666-2  (TEL) 043-264-5431 (FAX) 043-262-8680 

  救急医療センター   〒261-0012  千葉市美浜区磯辺3-32-1         (TEL) 043-279-2211 (FAX) 043-279-0193 

  精神科医療センター 〒261-0024  千葉市美浜区豊砂5                  (TEL) 043-276-1361 (FAX) 043-276-1367 

  こども病院         〒266-0007  千葉市緑区辺田町579-1           (TEL) 043-292-2111 (FAX) 043-292-3815 

  循環器病センター   〒290-0512  市原市鶴舞575                          (TEL) 0436-88-3111 (FAX) 0436-88-3032 

  東金病院           〒283-8588  東金市台方1229                        (TEL) 0475-54-1531 (FAX) 0475-54-1588 

  佐原病院           〒287-0003  香取市佐原イ2285                    (TEL) 0478-54-1231 (FAX) 0478-54-4497 
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 病院からのお知らせ  ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ 

 

 

 救急医療センター 「救急の日」公開セミナー 

      けがや病気などで１１９番通報した後、救急車が到着するまでの間、一般の方々にもできる 

       応急処置や身体の観察方法を、当センターの医療スタッフがわかりやすく講義、指導します。 

    日時：平成２５年９月８日（日） 13：00～16：30 

    場所：千葉県救急医療センター会議室 

   テーマ：「はじめての応急処置～応急処置は大切です～」 

  定員：６０名（申込多数の場合は抽選）  参加費：無料 

  申込方法：ハガキまたはＥ-mailで①郵便番号 ②住所 ③氏名 ④電話番号 

                ⑤質問事項 を明記の上、下記までお申し込みください。 

  申込先：〒261-0012 千葉市美浜区磯辺 ３－３２－１  

                千葉県救急医療センター「救急の日セミナー参加」係  

                Ｅ-mail：kyukyu@mz.pref.chiba.lg.jp 

    申込締切：８月１６日（金）必着 

   お問い合わせ：千葉県救急医療センター医事経営課 TEL ０４３－２７９－２２１１ 

  ※個人情報は適切に管理し、講座目的以外には使用しません。 


