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意外と身近な病気！？

ノロウィルスについて
知りましょう！
食中毒のほとんどは細菌が病因物質であると思われがちですが、⼀年に起こる食中毒の約3〜4割
はウイルスにより引き起こされています。ウイルスによって引き起こされる食中毒の大半は「ノロ
ウイルス」によるもので、このウイルスに感染すると、24 時間から72時間後に嘔吐、下痢、腹
痛、軽度の発熱などの症状が現れます。細菌による食中毒が夏の気温の高い時期に多く発生するの
に対し、ノロウイルスによる食中毒は冬から春先にかけて多く発生するのが特徴です。また、食
中毒以外にもノロウイルスは感染症としても冬から春先にかけて流⾏することが知られています。

ノロウィルスの歴史
1968年アメリカ合衆国オハイオ州ノーウォークの⼩学校に於いて集団発生した急性胃腸炎患者の糞
便からウイルスが検出されました。
地名にちなみノーウォークウイルスと命名されます。
2002年第12回国際ウイルス学会で、ノロウイルス属と承認され、ノロウイルスと呼ばれるよう
になりました。日本ではかつて、「お腹の風邪」とよばれていました。

ノロウィルスの症状
潜伏期間は12時間〜48時間程度です。
主な症状は、突発的に吐き気がきて嘔吐が突然強烈に起きます。
下痢、 腹痛、 悪寒がみられ、 発熱は軽微です。
この症状が1 〜2 日続いた後、 治癒し、後遺症は特にありません。
また、感染しても、発症しないまま終わる場合もあります。

誌
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ノロウィルスの性状
直径約 35 〜 40nm の正 20 面体球形であり、 蛋白質の殻の中に一本鎖の RNA を持ち、 7500 〜 7700 の
塩基からなっています。 細胞を持っていないので、 単独では増殖できず、 生物の細胞内に侵入し、 増殖
します。 酸 （ｐＨ 3）、 熱 60℃５分に抵抗性であります。

電子顕微鏡の写真

ウィルスの感染経路
ウイルスを含む便が、 下⽔から汚⽔処理場に入り、 浄化処理されますが
不⼗分なため河川に排出され、 カキ、 ハマグリ、 アサリなどの二枚貝でウイルスが濃縮されます。 こうし
て汚染された二枚貝を生食することで感染することが知られています。
もう一つは、 患者の吐物や便から、 ヒトからヒトの直接感染が起きるので、 処理にあたっては⼗分に注意を
します。 ウイルスが潜んでいるところは、 ヒトの腸管内であります。 おおよそでありますが
嘔吐物
1 〜 10 万個／ 1 ｇ中
便
10 億個 ／ 1 ｇ中
100 個以下の少量のウイルスでも感染するといわれているので
便が 0.0000001 ｇでも感染してしまうことになります。

ノロウィルスを診断する検査
◆電子顕微鏡法

◆ＥＬＩＳＡ法

◆ＲＴ－ＰＣＲ法

◆イムノクロマト法

いまだに、 培養細胞での増殖が確認されず、 ウイルス分離は不可能です。

ノロウィルスの治療
ノロウイルスに対する治療薬はありません。 吐き気を抑える薬や、 胃腸を整える薬
などの飲み薬、 脱⽔症状に伴う点滴などで症状を緩和します （対症療法）。 症状が
持続する期間は１〜２⽇と短いので、 その間に脱⽔症状にならないように、 出来る
限り⽔分の補給をした方がよいでしょう。 症状が強い場合や、 小児や高齢者など体
⼒が弱い方の場合は、体⼒を消耗して⼤変危険ですので酷い場合は病院にかかるよう
にしましょう。 ⽔分を多めに取り、 食事ができれば栄養のあるものを食べてノロウ
イルスを少しでも早く体の外に追い出すようにしましょう。
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ノロウィルスをしっかり予防しましょう！
・ 食事の前やトイレの後は、 石鹸でしっかり手洗い
・ タオルを共用しない
・ 食品の中⼼温度が 85℃、 1 分以上加熱する
・ 便や吐物の処理は、 必ずビニール手袋、 マスクを装着し
塩素系消毒剤で処理する。
症状が治まっても、 1 週間から 2 週間程ウイルスを排泄していま
す。 そのため人にうつさないように注意しなければいけません。
ノロウイルスの正しい知識をもとに、 感染予防に努めていきま
しょう。

院内行事のご報告
病棟のクリスマス会に
音楽部も参加させていただきました！
東所沢病院音楽部では病棟のクリスマス会に参加しました。
音楽部が活動を始めてから５年程経ちますが、 ほぼ毎回参加させていただいています。
今回もクリスマス曲を数曲と懐メロを数曲演奏しました。１０月末頃からスタジオを借りて練習して
いましたが、 今まで演奏した曲も何曲かあったのであまり練習の必要はないかと思いましたが、 本番
は音響の関係で自分自身の演奏が聞こえずらく、自分がどう演奏しているかよく分からない時があった
のと、 緊張したのとでかなり余裕がありませんでした。
余裕をもって演奏するには練習は必要だと感じ、余裕を持てれば会場の雰囲気や参加された患者様、
ご家族の様子にもっと上手く応じることができたと思いました。
今回も患者様、ご家族が演奏をとても楽しまれている様子を⾒ると音楽の演奏はとてもいいものだと
改めて感じることができました。 また、 大勢の方の前で演奏できる機会はなかなかあることではない
ので、 とても貴重な体験をする事が出来ました。
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おくすりの便り
こんにちは、 薬剤科です。 梅のつぼみがほころぶ季節となり
春の訪れが待ち遠しく感じますね。

『胃痛』

今回のおくすりの便りの特集は

です。

年末 ・ 年始は何かと忙しく、 疲労やストレスがたまりがち。 そのうえ、 外食や飲酒の機会も
増えて胃腸のトラブルが多くなる時期です。 みなさん、 胃腸に気になる症状はありませんか？
年末 ・ 年始で疲れた胃をいたわり、 健康な 1 年を過しましょう！

▼胃痛とは
胃痛は腹痛の一種で、 食べ過ぎなどによる圧迫感のある痛み、 きりきりとした痛み （胃炎）、
キューと差し込むような強い痛み （胃痙攣） などがあります。
なかでも、 胃炎による胃痛が多く、 特に空腹感があるときに痛むことが多いようです。

▼胃痛の原因
胃痛の原因としては、 ストレス、 薬の副作用、 胃を刺激する食べ物、 感染症などが考えられます。

ストレス
胃をはじめ内臓の働きは、 ⾃律神経によって調整されています。 過度の緊張やストレスにより⾃律
神経の働きが乱れると、 胃粘膜の⾎流が悪くなり、 過剰な胃酸分泌が起こります。
その結果、 胃粘膜が荒らされ、 胃痛が引き起こされます。

薬の副作用
アスピリンやイブプロフェンなどの解熱鎮痛成分が配合された薬や副腎皮質ホルモン剤
抗⽣物質などは胃粘膜を刺激するため胃痛の原因となります。

胃を刺激する食べもの
ニンニクや⾹⾟料、 アルコールなどは胃酸の分泌を促進させるため胃を荒らす原因となります。

感染症
近年、 胃炎を起こす感染源としてよく知られているのが
ピロリ菌 （ヘリコバクター ・ ピロリ） という細菌です。
ピロリ菌の出すさまざまな成分が粘液層を破壊したり
炎症を起こす原因となります。
★

注意！★

症状が重い、 何日も続くなどの場合は慢性胃炎、 胃アトニ―、
神経性胃炎などの病気が潜んでいる可能性があります。
特に慢性胃炎は胃がんとの関連も疑われているため、
気になる症状があれば、 早めに医師の診察を受けてください。
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▼薬の選び方
一口に 「胃腸薬」 といってもその種類や作用はさまざまです。
胃酸が出過ぎて胃が荒れている場合と胃の運動機能が弱って
消化が進まない場合とでは対処法が異なります。
説明書をよく読み、 わからないときは薬局で専門家に相談して
症状にあった胃腸薬を選ぶことが⼤切です。

▼胃薬の種類
ポイントは症状にあった薬を選ぶことです！
※なお、 総合胃腸薬と呼ばれる薬は、 これらを組み合わせて配合したものです。
こんな症状に

くすりの種類

作用

ポイント

胃酸分泌抑制薬
胃痛、胸焼け、
（H2ブロッカーなど）
胃もたれ、むか
ファモチジン、シメチジン
つき
など

胃酸の分泌を抑える

胃酸の過剰な分泌を抑え、胃の粘膜が傷
つくことを防ぐ。

胸やけ、胃のむ 制酸剤
かつきなど
炭酸水素ナトリウム など

胃酸を中和する

過剰な胃酸を中和するアルカリ性の薬
剤。

胃痛、胃酸過多 胃粘膜保護剤
など
アルジオキサ

粘膜の修復や合成を
促進させる

胃粘膜の修復を助け、胃酸やペプシンの
攻撃を抑える。

胃腸の緊張を緩める

胃の運動をコントロールする副交感神経
に作用し、胃腸の過度な運動や緊張を緩
めて痛みをやわらげる

など

鎮痛鎮痙剤
胃痛、胃酸過多 （抗コリン薬）
など
ロートエキス など
食欲不振、胃
健胃剤
部・腹部膨満感 ショウキョウ、ケイヒなど
など

胃の機能を調整する

生薬成分が中心。
日ごろ食欲がないときに有効。

消化管運動改善剤
胃痛、むかつ
トリメブチンマレイン酸
き、胃もたれ、
カルチニン塩化物 など
腹部膨満感など

胃の運動機能を調
整・改善する

胃の運動機能を調整するものと胃の運動
や脂質代謝を助けるものがある。

消化吸収を促進する

消化酵素で消化吸収を促進する。

腸内環境を整える

腸内で乳酸菌などの善玉菌を増やし、有
害な菌（悪玉菌）の増殖を抑える。

消化酵素剤
タカヂアスターゼ（でんぷん
消化不良、食欲
を分解）、リパーゼ（脂肪を
不振など
分解） など
整腸剤
乳酸菌、ビフィズス菌、
整腸・便秘など
納豆菌 など

☆胃腸薬は飲むタイミングが大事です☆
薬を飲むのは、 「1 日 3 回食後 30 分」 と思われがちですが、 必ずしもそうではありません。 症状
が違えば薬の成分も異なり、 飲むタイミングも変わります。 飲み方を間違えると効果が弱まることも
あるため、 服用の際は必ずタイミングを確認しましょう。
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嗜好調査結果報告
栄養科
栄養科では年 4 回の嗜好調査を実施しています。
1 月 8 日(火)に今年度 3 回目の嗜好調査を実施しましたのでここに報告致します。
* 対象者
* 調査方法
* 有効回答率

：
：
：

１病棟〜４病棟の全形 ・ 一口大 ・ ソフト食を召し上がっている全職種の患者様
管理栄養⼠による直接聞き取り調査
83.3％ （48 名／ 40 名）

(問１） ⾷事の量はいかがですか

5%

（問２） ⾷事の味付けはいかがですか

3%
3%

8%

15%

7%

7%

10%

丁度良い

丁度良い

70%

少し多い
多い

濃い
やや薄い

足りない

薄い

0% 5%

満足している

60%

やや濃い

少し少ない

（問３） 当院の⾷事に満足していますか

35%

72%

まあまあ満足
している
やや不満
不満

(問４)セレクトメニューに取り入れて
欲しい料理はありますか
お寿司(３人)・ 揚げ物(コロッケ、 天ぷら)・ のり巻
き寿司→卵 ・ ハム・ トマト・ チーズ等・ 混ぜご飯・
かつ丼(２人)・ 親子丼(２人)・ 天丼 ・ たらこ御飯 ・
たらこおにぎり ・ お茶漬け ・ ラーメン( ３人) ・ 塩
ラーメン ・ 焼きそば ・ スパゲティ ・ クリームシ
チュー ・ グラタン ・ サンドイッチ(３人)・ ⾁料理 ・
中華料理 ・ 野菜料理 ・ サバの味噌煮 ・ 鮭の煮付け ・
酢の物 ・ 小魚の南蛮漬け ・ 日本食 ・ 漬物(4 人)・ カ
ステラ ・ こんにゃく入りの煮物 ・ 甘い物
(その他)
・ サンドイッチの種類を増やして欲しい
・ 魚の味付けを濃いめにして欲しい
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【考

察】

（問１）
⾷事の量については、 70％の方から 「丁度良い」 との回答を頂きました。
残りの 30％の方は 「お粥が多い」 「パンの時は足りないと感じる」 等、 ほとんどの方より主⾷量
についての回答を頂きました。 また 「足りない」 との意⾒は全員治療⾷を召し上がっている男性の
方でした。 病棟訪問時やセレクトメニューの聞き取りの際に、 患者様より意⾒を伺い、 主治医と相
談しながら、 可能な範囲で対応して参ります。

（問２）
⾷事の味付けについては、 72％の方が 「丁度良い」 との回答を頂きました。
しかし一方で約２割の方より 「やや薄い」 「薄い」 との回答を頂きました。 全員が治療⾷の塩分制
限で提供している方であった為、 薄味でも味付けや調理法を⼯夫し 「丁度良い」、 「美味しい」 と
感じて頂けるよう努めて参ります。
（問３）
昨年度は新たなメニューの試作を⾏い、 献⽴のバリエーションを増やすよう取り組んできた為、
現在の当院の⾷事についての満足度を伺いました。 95％とほとんどの方より 「満足している」、
「まあまあ満足している」 との回答を頂き、 「いつも美味しく頂いてます。」 等嬉しい声を頂く事
が出来ました。 しかし、 不満と感じている方より 「盛り付け時の指跡がある。」 との意⾒も頂きま
した。
今後も引き続き配膳 ・ 盛り付け時も注意しながら、 ⾒た⽬にも美味しく、 満足して頂ける⾷事提供
に努めて参ります。

（問４）
セレクトメニューに取り⼊れて欲しい料理については、 さまざまな意⾒を頂く事が出来ました。
今回は、 全体的に高カロリーで味付けが濃いめのメニューの要望が多いように感じました。 また、 療
養病棟の患者様よりサンドイッチの種類を増やして欲しいとの意⾒を頂きました。
頂いた意⾒を参考に、 治療⾷との兼ね合いを考えながら、 可能な範囲で人気メニューの回数を増やす
等の検討や、 新たなメニューの導⼊に取り組んでいきたいと思います。

今後も患者様より頂いた意見を参考にし、
安全で美味しい食事提供に取り組んで参ります。

外 来 診 療 担 当 医

月

火

水

木

⾦

土

診療科⽬

内

科

午 前

午 後

午 前

午 後

午 前

午 後

午 前

午 後

午 前

午後

午 前

山口

山口

山口

牧野

山本

山本

高崎
深澤

高崎
深澤

林

林

馬島

平 日 ： ９ ： ００〜１２ ： ００ １４ ： ００〜１７ ： ００
（診察開始時間９ ： １５〜）
土曜日 ： ９ ： ００〜１２ ： ００
（診察開始時間９ ： １５〜）
日 ・ 祝 ・ 祭日は休診です

社会福祉相談室のご案内
当院への入院相談及びお問合せは、 『社会福祉相談室』 が担当しております。
入院前の疑問や不安、 入院後における様々なご相談に応じています。 患者様やご家族が安⼼して療養に専念していただ
けるように、 専⾨的な知識を持った医療ソーシャルワーカーを是⾮ご利⽤ください。
ご相談は無料です、 内容は秘密をお守りします。 あらかじめご予約の上、 お気軽にお越しください。 電話でのご相談
も承ります。
相 談 時 間
○平日 ： 9 ： 00 〜 17 ： 00(12 ： 30 〜 13 ： 30 を除く)
○土曜 ： 9 ： 00 〜 12 ： 30

東所沢病院の理念・基本⽅針・患者様の権利・職員倫理
理念
高齢者医療に⼼やすらぐサービスの実践
基本方針
○患者様の権利を尊重し、 笑顔と対話による医療 ・ 看護
を実践する
○⾃⽴に向けたリハビリテーションを展開できるよう⽀援
する
○療養環境を整備し、 安全を確保する
○退院後に安⼼して地域で暮らせるように、福祉との連携
をとる
○⾃ら学び医療⼈として節度を持ち、全員で働きやすい職
場環境を作る

■発行■ 東所沢病院（日本医療機能評価機構認定病院）
〒359-0013 埼玉県所沢市城435 -1
TEL(04)2944-2390 FAX(04)2944-5236
http://www.h-tokoro.jp/
■編集■ 広報委員会

患者様の権利
○平等かつ公平に医療を受ける権利
○個⼈として尊重される権利
○⼗分な説明と情報提供を受ける権利
○⾃分、 または代理⼈による意思で選択 ・ 決定する権利
○⾃分の情報を承諾なくして第三者に開⽰されない権利
（プライバシー保護）

職員倫理
１私たちは、 ⼈間愛の精神を基本とし、 医療者として常
に専⾨的な知識と技術の習得に努めます。
２私たちは、 すべての医療⾏為において、 患者様の権利
を尊重し、 互いに協⼒して適切な医療を提供します。
３私たちは、医療を通じて社会の発展を尽くすとともに、
法に従い、 社会秩序の保持に努めます。
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