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地域の人々が、健康で明るく暮せるように、
医療介護サービスを提供する。

藤沢御所見病院

﹃腸内細菌と仲良くしよう﹄

私 たちの周り は︑細菌と いわれる微 生物

危険 です から ︑唾 液や 胆汁 や膵 液抗 菌作 用や

限に 口や 消化 管の 中に 細菌 が入 って くる のは

ているといわれるほどです︒

だ全体の免疫力の七十パーセントを腸が受け持っ

の腸の 粘膜で の免疫 作用は 大変に 盛んで ︑か ら

︱

であ ふれかえっ ています︒ 机の上にも ︑ド

強力 な胃 酸が 細菌 の数 を制 限し てい ます ︒そ

善玉菌 ︑悪玉 菌入り 混じっ てお互 いが相 手を け

弘文

アノ ブにも︑手 のひらにも ︑顔にも︑ 体に

のお かげ で胃 や十 二指 腸や 小腸 には ︑住 み着

ん制し つつ一 定のバ ランス を維持 して︑ 私た ち

安田

も︒ 気になる人 たちにとっ ては耐えら れな

いて いる 細菌 の数 も少 なく て︑ 種類 も限 られ

健やかに生きるために ︱
副理事長

い状 態が︑日常 的に存在し ています︒ だか

の健康 が守ら れてい ますが ︑この バラン スが 乱

腸 の内 腔は 体の 中と はい え︑ 口か ら肛 門ま

つまり これは ︑から だの一 種の防 衛反応 であ る

ています︒

パーや薬局にはたくさん並んでいるのです︒

でつ なが った 一本 の管 であ り︑ 外界 と直 接に

といえます︒

ら抗 菌グッズや ︑殺菌剤や ︑消毒薬が スー
これ らのばい菌 はみな︑私 たちにとっ て悪

つな がっ たか らだ の中 の外 界で ある とい えま

汚れた 手を水 道で洗 うよう な行為 と同じ だと ︑

れると下痢がおこります︒

者なのでしょうか？

す︒

ある本 には書 いてあ りまし たが︑ 暴飲暴 食や 不

じ つは︑私た ちの皮膚の 表面や腸の 中に
は︑ たくさんの 細菌が住み ついていま す︒

摂生で 起こる 下痢に はあま り神経 質にな らな く

維と発 酵食品 が決め 手とな ります ︒たく さん の

まり良 い食べ 物をと ること が必要 です︒ 食物 繊

健康を 維持す るため には︑ 腸内細 菌のえ さ︑ つ

さてこのような腸内細菌の善玉菌を増やして︑

ても良いのかもしれません︒

にき びが悪くな ったり︑で きものがで きた
りす るのは︑皮 膚の細菌の 増殖による もの
です し︑体の中 に入り込ん だ細菌のせ いで
肺炎 や︑胆嚢炎 や︑尿路感 染症や︑膀 胱炎
等の病気にかかることがあります︒
しか し私たちは 皮膚の表面 や腸の中に いる

に相 手に有利な ものを提供 し合って︑ 種の

生活 していくこ とができて います︒お 互い

環境 です ︒小 腸ま では 消化 液や ︑胃 酸の 効果

さが そろ った ︑細 菌に とっ ては 天国 のよ うな

この 外界 は︑ 腸の 粘膜 と水 分と 食べ 物と 温か

るため には害 となる ものば かりで す︒腸 内細 菌

たっぷ りの既 製食品 など︑ 腸内細 菌を良 く育 て

う︒ス ナック 菓子や ︑フラ イドチ キン︑ 防腐 剤

本人の昔からの食生活は︑理想的だったのでしょ

野菜︑ 豆腐︑ 納豆︑ みそな ど︑な んと私 たち 日

異 な っ た生 物 が 一 緒に 生 き て いる こ と を

が及 んで いま すが ︑そ の厳 しい 悪条 件を かい

細菌 とはうまく 折り合いを つけて︑一 緒に

﹁共 生﹂といい ますが︑皮 膚の表面で も腸

が喜ぶ 食べ物 を工夫 して健 康な生 活を維 持す る
大腸 の一 グラ ム当 たり に百 億か ら一 兆個 もの

くぐ った 細菌 が︑ 大腸 に到 達す ると さっ そく
さ て︑私たち が生まれた 瞬間には︑ 私た

細菌 がい ると いわ れて いま す︒ どこ かの 国の

もう お分か りです ね︒ラ イオン の腸内 細菌 が

の中 でも同じよ うな共生関 係が出来上 がっ

ちの口や︑消化管の中には細菌はいません︒

国家 予算 以上 の数 の細 菌が 大腸 全体 に住 んで

彼らの 大事な ビタミ ンＣを 作りだ して︑ ライ オ

ことが大切だと思います︒

赤 ん坊がお母 さんのおっ ぱいを飲み ︑離

いる こと にな りま す︒ これ らの 細菌 が腸 の粘

ンに提供しているからなのです︒

増殖 を開 始し て膨 大な 数の 集団 にな りま す︒

乳食 を食べるの につれて︑ 細菌がだん だん

膜か ら体 の中 に入 り込 まな いよ うに ︑私 たち

康を維持しています︒その理由は？

挿絵 のライ オンは 生肉し か食べ ません が︑ 健

増え て住みつい ていきます ︒しかし︑ 無制

ているのです︒

？
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病院の理念

≪発行所≫

地域の皆様が「健康で明るく暮らせる」
お手伝いをしたく「御所見健康教室」を開催していま
す。毎回テーマを変えて様々な専門スタッフが参加し、
健康へのアドバイスや相談などを行っています。
申し込みは必要ありません。
皆様お誘い合わせの上、お気軽にご参加下さい。

6月16日（土）肩こり体操

6月16日に行った肩こり体操の一部を紹介します。
肩甲骨周囲の筋肉が働くことで、血流が促進
され筋肉がほぐれます。
*肘を曲げた状態で腕を肩まであげ、肘を後ろに動かす。

今までのテーマ
・柔軟性について・転倒予防・骨粗鬆症について・笑いの効能
・肩こり体操 など
日時
*腕を５秒数えながら横から広げ、耳の横まであげる。
あげた手を、５秒数えながら横から下げて、元に戻す。

毎月、第３土曜日１２月まで毎月開催
午後１時３０分〜２時
（1時から血圧測定をしております）
場所
御所見総合クリニック さわやかホール
参加費無料
当日、直接会場までお越しください

まだ「訪問リハビリ」をご存知でない方が多いと思います。「訪問リハビリ」とは理学療法士や作業療法士といっ
たリハビリの専門職がご自宅を訪問し、ご自宅でリハビリを行う介護保険のサービスです。
・筋力やバランスを向上させる運動
・関節を柔らかくする運動
・お風呂や着替え等、生活動作の練習
・屋内や屋外での歩行練習
・介助の仕方の助言
・自助具や福祉用具
・住宅改修等、環境整備の提案
などを利用される方の状態に合わせて実施していきます。
営業時間：月〜土曜日 ９：００〜１７：００
藤沢御所見病院では、住み慣れた地域で安心して暮らしてい
訪問範囲：藤沢市・寒川町・海老名市・綾瀬市
ただけるよう在宅生活支援の一環として、平成２２年２月に
茅ヶ崎市
「訪問リハビリ室」を立ち上げ、訪問リハビリを提供していま
す。開設当初はスタッフ１名・利用者数７名でしたが、２年半
ほどが経過した現在ではスタッフ４名・利用者数６０名を超え
る方々に利用していただいています。
「歩くことが大変になってきた」「病院から退院する予定だ
けど、安全に生活できるか心配」「家族の介護が大変になって
きた」等、日常生活を送る上で何か不安を感じていることはあ
りませんか。リハビリを通じて、少しでもその不安を軽くして
いきたい、笑顔で過ごせる地域にしていきたい、そんな思いで
私たちは訪問リハビリを提供しています。
今後も一人でも多くの方に利用していただけるよう、体制を
整えていきたいと思います。

電話

：０４６６-４８-８９６５
（訪問リハビリ室・直通）

※訪問リハビリを提供するに当たり、ケアマネー
ジャーとの調整や当院の受診が必要になります。
詳しくは当院「訪問リハビリ担当」まで
お問い合わせください。
管理者 高橋

食中毒のはなし
遠足やピクニック・バーベキューなど外で食事をする
のに気持ちのいい季節になりました。でも、心配なの
は時間の経ったお弁当や食材・・・大丈夫ですか？
これからの季節、気を付けたい食中毒の話です。
食中毒ってなあに？
微生物名
腸管出血性大腸菌
（Ｏ１５７）
サルモネラ
黄色ブドウ球菌

原因食品

潜伏期間

牛の生レバー・ユッケ
牛肉から汚染された食品
生卵・レバ刺し・洋菓子
おにぎり・弁当・サンドイッチ

食中毒の原因となる細菌・ウイルスが付いた食品や、有毒・
有害な物質が含まれた食品を、ヒトが食べたことで起こる急
性の下痢・嘔吐・腹痛・発熱などの健康被害の事を言います。
年間を通してみると、気温の高い７月から９月が多く見られ
ますが、冬にも発症します。
原因と症状
症状が出るまでの潜伏期間や症状は、原因菌や食べた量に
よって異なります。以下に代表的なものを紹介します。
症状

注意事項

３〜５日

下痢（血便）・腹痛・嘔吐

十分加熱し食べる
肉を調理した器具はよく洗う

平均１２時間

下痢・発熱（高熱）・腹痛

卵は冷蔵庫で保管・すぐ使う

１〜５時間

嘔気・激しい嘔吐・腹痛

手洗い と、 手に傷があ る時 は直
接食品に触れない

８〜２４時間

腹痛・下痢・嘔吐・発熱

魚介類は冷蔵庫で保管する

腸炎ビブリオ

魚介類の刺身・寿司

ノロウイルス

生かき
ウイルスの付いた食品

２４〜４８時間

嘔気・嘔吐・腹痛・下痢

カキは十分加熱する
調理の前は手荒いをする

ボツリヌス菌

ビン詰・缶詰・真空パック

８〜３６時間

嘔気・視力障害・言語障害

異臭があるときは食べない

ポイント４
ポイント１

食品の購入

・生鮮食品は新鮮なものを、表示のあるものは消費期限を確認
・肉汁や魚の水分が漏れないようにビニール袋を利用
・生鮮食品を最後に買い、すぐに持ち帰る
ポイント２

家庭での保存

・冷蔵、冷凍品はすぐに冷蔵冷凍庫へ、詰めすぎに注意（目安７割）
・冷蔵庫は10℃以下、冷凍庫は-15℃以下に
・生鮮食品を扱うときは、事前に手指をしっかり洗う
ポイント３

食品の購入

・手をしっかり洗う
・肉や魚の汁が生で食べるものや調理済み食品にかからないように
・生の肉や魚を切った包丁やまな板は熱湯をかけた後に再使用
・冷凍食品を調理台に放置したまま解凍しない
（解凍は電子レンジや冷蔵庫で）
・料理に使う分だけ解凍し、すぐ調理を
・包丁、食器、まな板、ふきん、たわし、スポンジなどは、使用後洗剤と
流水でよく洗う
家庭でできる応急処置
食中毒で注意したいのは、嘔吐で吐いた物をのどに詰まら
せること、下痢や嘔吐で起こる脱水症状です。
＊吐いたものが詰まらないよう、横向きに寝かせ、吐きや
すいようにします。
＊整腸剤は有効ですが、下痢止め・鎮痛解熱剤は服用しな
いようにします。（下痢止めや鎮痛解熱剤は、細菌や毒
素を腸内にとどめ、症状を悪化させる場合があります）
＊脱水を起こさないよう、注意します。
白湯・お茶・スポーツ飲料・少量の塩を入れたおもゆな
どをとります。

調理

・台所を清潔に、タオルやふきんを清潔なものに交換・手を洗う
・加熱して調理する食品は充分に加熱
（中心部の温度が75℃1分間が目安）
・料理を途中でやめる場合は、すぐ冷蔵庫に
ポイント５ 食事
・食卓につく前に手を洗う、清潔な器具、食器を使う
・温かい料理は温かく（65℃以上）、冷やして食べる料理は常に
冷たく（目安は10℃以下）
・調理前、調理後の食品は、室温で放置しない（Ｏ157は室温でも
15〜20分で2倍になる）
ポイント６

残った食品

・残った食品はきれいな器具、皿で保存
（早く冷えるように浅い容器を使用）
・時間が経ちすぎたら、思い切って捨てる
（怪しいと思ったら絶対に口にしない）
・残った食品を温めなおすときも充分に加熱（目安は75℃以上）
Ｑ.病院に行った方がよいのはどんな時？
Ａ．食中毒が疑われる場合は、病院で診察を受けることが
基本です。特に次のような時は早めに診察を受けてく
ださい。
◎下痢便が１日５回以上出る
◎下痢便に血液が混じる
◎尿の量が減る・１２時間以上尿が出ない
◎嘔吐が止まらない
◎体がフラフラする
◎意識が遠くなる
看護 課長
管理栄養士

福永
牧嶋

美智子
由希子

地域連携室の紹介

左（佐藤）真中（福永）右（平本）
３人で頑張ります。
よろしくお願い致します。

【福永】
今回ご縁あって４月より藤沢御所見病院に入職しました。医療ソーシャルワー
カー９年目になりますが、これまで沢山の方々にご指導頂きました。これまで
経験してきたことを生かして、一人でも多くの方のお役に立てるよう努めてい
きたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。
【平本】
４月から地域連携室に入職致しました。病院でのソーシャルワーカーは初め
てですが、介護施設・多職種での経験を生かし、皆様と一緒に考えていけたら
と思っています。よろしくお願いします。
【佐藤】
以前は児童養護施設に勤務しておりました。医療の分野で働くことは初めて
ですが、出会いを大切にしながら皆様のお力になれるよう精一杯努めたいと思
いますのでよろしくお願い致します。

地域連携室は、地域の人々と医療機関・病院をつなぐ窓口として活動しています。
主な役割
①入院のご相談
例えば…急性期治療を終えて、療養病棟に転院したい。
②退院のご相談
例えば…自宅に帰りたいけど、家族だけで看病するのは不安。どうしたらいいの？
施設入所を検討したけど、どんな施設があるの？
③医療費のご相談
例えば…突然の入院で支払いができるか心配。
④制度についてのご相談
例えば…介護保険や身体障害者手帳、特定疾患についてのことを知りたい。
⑤地域活動
例えば…地域での講演会企画、運営
まずはお気軽にお声掛け下さい。

病気やケガによって生じた患者様や御
家族の抱える心理的・社会的・経済的
な問題の解決・調整を社会福祉の立場
から援助し、社会復帰の促進を図る専

連絡先
ＴＥＬ 0466（48）6530
ＦＡＸ 0466（48）5522
地域連携室直通

門職です。

退 院時 アンケ ートよ り
*救急外来、夜間出入り口のドアが重いというご意見がありました。
５月にドアの構造変更を行い、軽く開閉が出来る様にしました。

地域の方より
*救急外来前の道路がカーブしており、植木も大きくなって小学生の子供さんの登下校の際に危ないとお話があ
りましたので植木をカットし、時期がきましたら、花壇にする予定です。
事務局長 魚瀬

