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病院からのお知らせきらり★ひかる　健康レシピ

外来診療表

小児の発熱特集１

脳外科医は“ミクロの決死圏”の夢を見る
特集２

―第３回 病院祭　特別講演―

登録医紹介　砂田歯科医院

表紙の写真：８月３日(土)「やまびこ祭り」踊り終了後

ご自由にお持ちください。
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　お子さんの機嫌がよく、元気で食欲もあるよう

でしたら「全身状態は良好」と判断でき、緊急性

はありませんが、子どもの症状は変わりやすいた

め時間をおいて観察する必要があります。ヒブワ

クチンや肺炎球菌ワクチンを受けられるように

なって重症感染症は激減しています。日頃から受

けられる予防接種は受けておくことを強くお勧

めします。

　急な高熱だけでは脳に障害を残すことはあり

ませんが、重症疾患の症状のひとつとして発熱す

ることがあります。以下の場合は早く医療機関に

相談したほうがよいでしょう。

　判断に迷われるときは、小児救急電話相談（＃

８０００）を利用したり医療機関に御相談いただ

くのも一方法です。

悪寒が出たら全身を保温して熱が出るのを

助けてください。寒気がしたら着込むのと同

じことです。そのほうが早く体が楽になり体

力の温存にもなります。その代わり熱が上が

りきったり汗をかき始めたら薄着にして汗

を拭きとり下着を替えてください。

水分を十分に与えてください。熱があるとな

かなか欲しがりませんが水分補給を促して

ください。水分が不足すると汗も出にくくな

り熱も下がりにくくなります。水分がしっか

りとれていれば、食事がとれてなくてもまず

大丈夫です。

水で湿らせたタオルで、からだを拭いてくだ

さい。水分が蒸発するときに熱を下げてくれ

ます。アイスノン等より効果があります。ア

イスノン等も温まってしまうと解熱効果は

ありません。タオルで包んだ氷などを首や

脇、大腿のつけ根にあてて冷やすのも効果的

です（氷を直接皮膚につけないようにしてく

ださい）。

必要に応じて解熱薬を使用します。熱が出

きってからのほうが効果があります。病気を

治す薬ではありませんので、元気があり機嫌

も悪くなければ使わなくても良いでしょう。

医療機関を受診する目安発熱時の手当

１ 全身の保温

２ 水分補給

３ 湿らせたタオルで体を拭く

４ 解熱薬

特集　小児の発熱

①嘔吐や下痢で水分摂取ができない場合

②けいれんしたり意識の低下などを伴なう

場合

③生後３か月までのお子さんの場合

④元気なくぐったりしている場合
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　小児の場合、脇の下の体温が37.５度以上ある

ときに発熱といいます。39度以上を高熱と呼びま

す。感染症が原因のことが多いのですが、熱中症

や脱水、疲れや便秘が原因のこともあります。川

崎病や全身疾患などの症状のひとつとして出る

こともあります。

　発熱の前には悪寒（ふるえ）が出現することが

あります。悪寒では意識があり視線も合い、手足

の突っ張りやピクツキはありません。これは正常

の反応なので心配いりません。

　子どもでは、高熱があると幻視や幻覚をみて異

常な行動（実際には目の前に無いものが見えると

いって笑ったり、意味不明な言葉を発したり、理

由もなくおびえたりなど）をとることがありま

す。これを熱譫妄（ねつせんもう）といいます。

ただし脳症の初期症状として現れることもあり

経過をみる必要があります。

小児の発熱とは

小児科医師　　南　勇樹（みなみ いさき）

職　　名：副診療部長 兼 小児科部長

専門医等：日本小児科学会専門医／国際認定

ラクテーションコンサルタント

（IBCLC）／日本周産期・新生児

医学会認定新生児蘇生法「専門」

コースインストラクター

小小 児児 のの 発発 熱熱
小児科　南　勇樹

特集
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藤巻高光
埼玉医科大学医学部教授

病院祭
市立大町総合病院

× 脳外科医はミクロの決死圏の夢を見る

２時間後

意識不明に
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　信州大学医学部附属病院高度救命救急センターと北アルプス広

域消防、当院との連携を目的としたシミュレーションを開催しま

した。第１部「傷病者発生後の通報から当院搬送まで」、第２部「当

院初療室でのドクターヘリスタッフとの協働から搬送準備まで」、

外傷による出血性ショックの模擬傷病者を見立て、関連機関との

情報のやりとり、当院での早

期医療投入、高次医療機関へ

の搬送までの一連を行いました。高次医療機関へ搬送する前に、

蘇生、社会復帰の可能性より、直近の当院での受け入れがありま

す。診療スペースが広く、資機材も充実し、多くの検査が行えま

す。当院で重篤な状態を安定化させ、遅滞なく高次医療機関に搬

送するために必要な連携の強化と学習の機会になりました。

救急合同シミュレーション

Topics

　東信地方では、医師や看護師らが病院

の枠を超えて、糖尿病予防や自己管理を

テーマにした寸劇を行う「劇団トーシン

ズ」を結成しています。

　市立大町総合病院の「糖尿病委員会」

は、糖尿病療養指導士の看護師、栄養士、

薬剤師、検査技師を中心に糖尿病療養指

導に力を入れていますが、7月20～21日、

「劇団トーシンズ」を招いて、劇のコラボ

レーションを実現しました。

　初日はトーシンズの名作「もろこしは

ご飯の後で」の新作シナリオをグループ毎に作り、実際に演じて良いものを選び、翌日、大北地域に

住む約60名の患者さんが参加され本公演を行いました。大町病院にとって劇は初めての試みでした

が、劇をする事により、演者も観客も糖尿病を分かり易く、楽しんで、身近に捉えながら学べました。

糖尿病委員会の団結力も養われた、有意義な2日間となりました。

「劇団トーシンズとのコラボ！in 大町病院」

皆で意見を出し合いシナリオ作成 作成したシナリオを実際に
演じ本番用のシナリオ審査

本番前の舞台袖

７
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　現在、大町病院では平成26年２月までの予定で耐震改修工事を進めているところですが、１階一

部と３階の工事が終了しました。これに伴い、移動していた受付カウンターと健診センターが以前

の位置に移動しますのでご理解とご協力をお願いします。

耐震改修工事に伴う受付カウンター・健診センター移動のお知らせ

受付カウンター（１階）

健診センター（３階）

受付・会計カウンターは玄関を入り正面になります。

※再来受付機は移動しません。

健診センターへは、正面玄関を左に進んでいただき、

エレベーターで３階へ上がってください。

正面

玄関

内科

皮膚科
耳鼻
咽喉科

助産師外来

療養病棟

外来検査等

感染症病棟

医局 等売店　等

外来診療室等

訪問看護
ステーション

人工透析室 健診センター ラウンジ

ラウンジ

ラウンジ

会議室 等

５階東病棟

検査室
レントゲン室　等

手術室　等

４階東病棟

３階東病棟

Information
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　大町病院では糖尿病教室を開催しています。糖尿病に関心をお持ちの方など、どなたでも参加で

きますのでお出かけください。

■日程

■会場　　　病院２階　大会議室

■その他　　● 第３回の試食会（バイキング形式の食事会）は申し込みが必要です。

　　　　　　● 鉛筆と診察券を持ってきてください。

　　　　　　● 日程は変更になる場合もありますので申込時にご確認ください。

　　　　　　　 また、キャンセルされる場合もあらかじめ連絡をお願いします。

　　　　　　● 血糖測定を希望される方は、開始15分前に病院２階会議室へおいでください。

■問い合わせ・申込先　　地域医療福祉連携室　　　　　TEL　0261－22－0415（代）

糖尿病教室のお知らせ

回数 10月 11月 12月 時　間 費　用 内　　　容

第１回 ９日（水） 13日（水） 11日（水） 14時～16時 500円 食事療法、運動療法、糖尿病とは

第２回 11日（金） 15日（金） 13日（金） 14時～16時 500円 日常生活の心得、薬、検査について

第３回 16日（水） 20日（水） 18日（水） 要予約 900円程度 食事の実際（バイキング形式の食事）

　出産後のお祝いとして提

供していた「お祝い膳」をリ

ニューアルしました。ロブ

スターと牛肉の２種類を用

意し、お好きな方を選択し

ていただきます。

　当院でお産される方は、

ぜひお楽しみください。

お祝い膳をリニューアル

ロブスターテルミドール 牛肉のステーキ

　十日町つくしの会の平林様と松島様、松崎

松葉会の皆様より布を届けていただきまし

た。ありがとうございます。ありがたく使わせ

ていただきます。大町病院では常時布切りボ

ランティアの活動がありますので、不用な布

がありましたらお譲りください。引き続き皆

様のご協力をお願いいたします。

■ 譲っていただきたい布　タオル・綿の布

■ 問い合わせ　　看護部長室

古布収集のお礼とお願い

 大町ソフトボール連盟様より車椅子を５台

お譲りいただきました。お礼申し上げます。貴

重な財産として大切に使用させていただきま

す。

車椅子寄贈のお礼
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砂田歯科医院
院長　砂田　修　医師

登録医の紹介
登録医とは、患者様に対して一貫性のある医療を提供できるように

協力体制をとっていただける地域の先生方です。

砂田歯科医院

所在地／大町市大町3140

電　話／0261－22－0648

診療科目／歯科口腔外科、歯科一般、歯列矯正

休診日／日曜日、祝日

診療時間／8：30～12：30、14：00～18：00

　※火・木は17：30まで、土は16：00まで。

　※診療時間が変更になる場合がありますので、

　　電話でご確認ください。



第２回

― 栄養室 ―

①オイスターソース、香辛料、香味野菜を使うことで市販の

　麻婆ナスの素より約半分の減塩になります。

②蒸し焼きにすることで余分な脂も飛びます。

減塩☆ポイント

① ナス・椎茸は食べやすい大きさに切り、ネギ・
生姜・ニンニクはみじん切りにする。

② 熱したフライパンに油をひき、ニンニク、
しょうがを炒め、香りが出たらひき肉・椎茸
を入れてよく炒める。

③ ナスを加え蓋をして蒸し焼きにする。充分
　 火が通ったら、合わせ調味料、ネギを入れ、

仕上げに水溶き片栗粉でとろみを付ける。

　 ※お好みでラー油を加えてください。

作り方

ナス…………2本

豚ひき肉……120g

椎茸…………2ヶ

長ネギ………1/2本

生姜…………小さじ1

ニンニク……小さじ1

油……………小さじ1

片栗粉………小さじ1

ラー油………お好みで

ケチャップ…小さじ1

唐辛子………お好みで

オイスターソース…大さじ1

濃口しょう油…小さじ1

■材料（２人分）

【合わせ調味料】

麻婆ナス
menu1

暑暑いい夏夏ににささっっぱぱりりとと野野菜菜もも多多くく摂摂れれるる!!

①酢としょう油を合わせることで減塩になります。

②香りの強い野菜を入れて素材の味を活かしましょう。

　※青じそ、刻みネギ、生姜もおススメです。

減塩☆ポイント

水 晶 鶏
menu２

ササミ……60g(4本位)

片栗粉……大さじ2

大根………5～6㎝

しそ………2枚

キュウリ……1本

みょうが……2ヶ

酢……………大さじ1

薄口しょう油…小さじ2

■材料（２人分）

作り方

鶏の代わりに旬の魚や豆腐でもお試しください

① ササミはそぎ切りにして片栗粉をまぶし
    茹でた後、水に取る。

② 大根は卸し、キュウリ・みょうがは食べやす
く切る。

③ お皿に①を盛り付け、酢・しょう油で味付け
する。
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