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平成28年1月4日 仕事始め 
橋口病院長「みんなで力を合わせれば出来ない事はない!!」    
     「がんばるぞ― おぉ―！！」 

#12.下痢について   
#13.お薬手帳について 

低栄養を防ぐ食事 

診療担当医表及び外来から 

病院見学を受付しています 
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         テーマ； 「“あいさつ”こそが 
最強のコミュニケーションツール」 

― この日学んだこと ― 
 
   ☑挨拶はノーリスク・ハイリターン 
・     挨拶しないことでデメリットこそあれ、挨拶することによって失うものは何もない 

   ☑自分からするのが「挨拶」 先にされて返すのは挨拶ではなく「返事」だ 
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     下痢について ＃12 

■下痢について 

■お薬手帳について 

急性下痢と慢性下痢について  
 急性下痢とは、急激に起こる下痢で、2～3
週間以内に治ります。ほとんどが感染性疾患
によるものですが、暴飲暴食、刺激物の摂取、 
薬剤などで生じることもあります。 
 慢性下痢とは、2～3週間以上にわたっ 
て続く長期の下痢で、再燃と寛解を繰り 
返すこともあります。 感染性下痢もあります
が、大半は炎症性腸疾患や過敏性腸炎、放射
線障害、手術による短腸症候群などによる下
痢です。 
 
 
季節関連の下痢とは  
 一般的に、気温と湿度が高い夏場には、 
細菌性の下痢が起きやすくなり、気温と湿度
の低い冬場には、ウイルス性の下痢が起きや
すくなります。 
 細菌性の下痢とは、サルモネラや病原性大
腸菌、腸炎ビブリオ、MRSA、ブドウ球菌など
で起こる急性下痢です。集団食中毒として発
生することが多く、夏場にもっとも発生数が
多いのが腸炎ビブリオです。 
       ウイルス性の下痢とは、ノロ 
      ウイルスやロタウイルス、サポ 
      ウイルス、アデノウイルスなど 
      で起こる急性下痢です。特にノ
ロウイルスやロタウイルスは感染力が強く、 

薬剤部 S.Chiba 

抵抗力が低下していると、集団発生につ
ながるため注意が必要です。 
 ノロウイルスによる下痢は、十分に加
熱していないカキなどの2枚貝を 
食べることによって発症すること 
が多くみられます。 
下痢と嘔吐を生じますが、ほとんどの 
場合、2～3日で回復します。  
 ロタウイルスによる下痢は、ウイルス
が唾液や便などの排泄物から口に入り、
1～3日の潜伏期間を経て発症する下痢で、
米のとぎ汁のような白っぽい大量の水様
便が特徴です。 
  
 ウイルス性の下痢では、下痢便や吐物
をそのままにしておくと、ウイルスが飛
散し、 感染を広げてしまいます。また、
処理の際にウイルスを含んだ飛沫が舞い
上がるので、 マスクや手袋などで 
防御し、処理中は周囲に人を近づ 
けなけないようにしましょう。 
  

下痢に用いられる止瀉薬(ｼｼｬﾔｸ)  
  
下痢の持続によって全身状態が悪化す
る場合、止瀉薬が使用されますが、細菌
やウイルスによる感染症によって下痢を
起こしている場合は、下痢を止めると病
原菌が腸内にとどまってしまうため、 一
般的に使用されません。 

下痢とは 
 下痢とは、便の水分が増えた状態のことです。
便に含まれる水分量が多くなると、便の重量も
多くなり、排便回数が増えます。排便回数は個
人差が大きいのですが、一般的には排便回数が
１日３回を超えると下痢と考えます。 

診察の際に、医師にこれらの事を伝えると 
診断に役立ちます。 

 
  ☑いつから下痢が始まったのか 
  ☑下痢以外の症状はあるか 
  ☑１日何回トイレに行くか 
  ☑腹痛の有無 
  ☑便の状態 
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皆さんも、お薬手帳を工夫して、活用してみて下さい。 

 低栄養を防ごう 
 介護食レシピ 栄 養 管 理 室 より

 今回は、お薬手帳についてのお話です。  
 皆さんはお薬手帳をご存知ですか？ 
 皆さんはお薬手帳をお持ちですか？  

 
「お薬手帳」とは？  
 いつ、どこで、どんなお薬を処方しても
らったかを記録しておく手帳のことです。  
 
「お薬手帳」の良いところは？  
 薬の使用の記録があることで、薬の重複や
よくない飲み合わせを未然に防止できます。  
 お薬手帳は複数医療機関にかかっていると
きでも、1冊だけにまとめて記録して下さい。  
 また、医療機関にかかる時は必ず持ってい
きましょう。  
 旅行先で病気になった時や災害時に避難し
た時、救急のときなど、飲んでいる薬の情報
を正確に伝えることが出来ます。  

  お薬手帳について 「お薬手帳」を見せるタイミングは 
               いつが良いですか？  
 診察時に先ず医師に見せて下さい。重複
して薬を出すことを防止できます。  
 診察が終わったら、薬局にお薬 
手帳を渡して下さい。薬剤師が飲 
み合わせの確認を行います。  
 また、手帳用の用紙を手帳に貼付します。  
 最後にお薬と一緒に手帳を受け取って下
さい。  
  
「お薬手帳」の活用法 
 手帳に「自動車運転や機械操作を職業と
している。」「自動車運転をすることがあ
る。」などを記載することで、運転などに
影響の少ないお薬（眠気が少ないなど）を
出してもらうことが出来ます。  
 また、日常飲んでいる健康食品やサプリ
メントを書き込んでおくことで、病院から
の薬との飲み合わせを確認してもらえます。  
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H28.2.20 現在 

診療担当医は予告なく変更になることがありますので予めご了承ください。 ❚外来診療担当医表 

❚外来からのお知らせ ＊  ＊ 

診療科目 受付時間 月 火 水 木 金

角田 隆 佐藤 一俊 橋口 良一 池端 史子 角田 隆

第1･3･5週

長谷川 和重
第2･4週

李　榮茂
月1～2回

南雲 正人 南雲 正人

石垣 五月池端 史子

李　榮茂 神尾 一彦

佐藤 容子 橋口 良一

石垣 五月佐藤 一俊菊地 孝夫

14：00～16：00 ---

8：30～11：00
川又 朋麿佐藤 博宣

安島 雄二 宮坂 芳典

8：30～11：30

14：00～16：00

橋口 良一 佐藤 容子 佐藤 一俊

内 科

形成外科

整形外科

診療科目 受付時間 月 火 水 木 金

14：00～15：00

橋口 良一
15：00～16：00

佐藤 一俊
第1･3･5週

長谷川 和重
第2･4週

李　榮茂
月1～2回

南雲 正人 南雲 正人

橋口 良一 角田 隆

8：30～11：30

14：00～16：00

佐藤 容子

石垣 五月
橋口 良一

角田 隆 佐藤 一俊

14：00～16：00 ---

8：30～11：00
川又 朋麿佐藤 博宣

安島 雄二 宮坂 芳典
李　榮茂 神尾 一彦

佐藤 容子 橋口 良一

石垣 五月佐藤 一俊菊地 孝夫

佐藤 一俊

内 科

形成外科

整形外科

就職ガイダンス等へ参加を予定しています。多くの
看護学生の皆さまの来場、お待ちしています。 看護学生のための病院合同就職説明会に参加しました 

2月14日（日） 

当院オリジナルノベルティグッズを 
お土産にお渡ししました 

自分の力を 
試してみませんか 

一緒に働いて 
みませんか 

仙
塩
総
合
病
院
・仙
塩
利
府
病
院 

総務課 
まで 

内科 石垣　先生
3月18日（金）及び

　　3月29日（火）； 休診

診療日  
2/10・24 
3/9・23 

2月11日（祝） 

２月から、内科外来の担当医が 
変更になっております。 

一日に多賀城と利府の２病院が 
見学可能です。ぜひお気軽に 

お申し込みください。 

４月にもアエルで開催される 

就職説明会に出展予定です。 

ご来場お待ちしております。 

たくさんの学生さんが熱心にお話を聞いて行って 

くれました。ありがとうございました。 
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