
奥沢病院の職員一同は患者さま（クライアント）のご意思とプライバシーを尊重します。 

 

・患者様の意思とプライバシーを尊重した医療 

・苦痛・恐れ・不安の解消に最大限の努力をする事 

・２４時間３６５日の二次救急医療体制 

・周辺の医療機関との密接な医療連携 

・総合診療と特色のある専門外来 
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病院理念： 

私たちは、患者様の意思とプライバシーを 

尊重し、心のこもった質の高い医療サービスを 

提供します。 
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医師のコラム  

 

睡眠と健康について 
                          院長 伊平慶三 

 

 睡眠は心身の健康に大きな役割を持っています。睡眠時間の不足や、良質

な睡眠が確保できないと生活習慣病の発症やメンタルヘルスの失調につなが

ることがわかってきています。そこで２０１４年３月に厚生労働省から、国

内外の科学的データに基づいた睡眠指針１２か条が発表されました。ここで

はその中の一部をご紹介いたします。 

 まず果たして必要な睡眠時間はどのくらいなのでしょうか？加齢とともに

早寝早起きの傾向が強まり、睡眠時間は徐々に短縮します。必要な睡眠時間

は２５歳では７時間、４５歳で６．５時間、６５歳で６時間といわれていま

す。ただし６時間以下の睡眠者は居眠り運転が多く、追突事故や自損事故が

多いことがわかっています。また１日徹夜した後の注意力は飲酒運転と同等

と言われています。やはり１日６時間以上の睡眠確保は必要なようです。 

また短時間睡眠や不眠が肥満や血糖の上昇を引き起こし、生活習慣病の危険

を高めることもわかっています。また不眠や睡眠をとっても休養感が得られ

ない場合は、抑うつ状態などの心のSOSの場合があります。実際にメンタル

ヘルス失調患者の約８割が睡眠に関連した症状を訴えています。 

他国に比べて日本人は眠れないからと睡眠薬代わりに寝酒をする頻度が高い

と言われています。飲酒は確かに一時的に寝つきをよくします。ただし睡眠

後半では浅い眠りが増えて、結果的には睡眠時間が短縮します。さらに睡眠

時無呼吸症候群を増悪させることもわかっています。   

それでは良質な睡眠をとるにはどうすればいいのでしょうか？午後から夕方

の時間に２０－６０分程度の少し早い歩行などのほどほどの有酸素運動をと

ることが有効です。ひざ痛などで困難な場合はストレッチや体操も有効で

す。ただし、起床後から午前中の激しい運動は逆効果だといわれているので

注意が必要です。また朝食をきちんと摂り、就寝前には喫煙やカフェイン摂

取を控えることも大切です。就寝前６時間から３０分の間の４０度程度の入

浴は効果的です。ただしここでも就寝直前の４２度以上の高温浴は逆効果な

ので注意が必要です。大切なことは自分なりのリラックス法を見つけること

であり、ゆったりとした気持ちが眠りへの心身の準備

になります。それでは皆様も良質な睡眠を得て、健康

を維持してください。 



各部署のコラム 

二日酔いに効く薬ってあるの？ 
                                    薬剤科 加藤桃子 

 

お酒を飲むシーンが増える夏のシーズン。開放的な気分になりがちな夏の雰囲気にのま

れ、ついつい飲み過ぎてしまう人も多いかと思います。二日酔い対策はしていますか？ 

今回は漢方薬のひとつである「五苓散（ごれいさん）」を紹介します。 

 「五苓散」は名前に「五」がつくように、５種類の生薬が含まれています。 

 ①沢瀉（たくしゃ）：水分代謝を調整し、不要な水分を排泄する利尿作用 

 ②茯苓（ぶくりょう）：利尿作用、滋養、鎮静、血糖降下 

 ③猪苓（ちょれい）：利尿作用 

 ④白朮（びゃくじゅつ）：利尿作用の他、健胃、強壮、吐き気止め 

 ⑤桂枝（けいし）：発汗作用、健胃作用、頭痛、のぼせなどへの効果 

上記のように「五苓散」は利尿作用で、気持ち悪さ、顔のむくみ、頭痛などを引き起こ

すアセトアルデヒドを尿として体外に排泄するのを助けてくれます。また、身体をあたた

め血行を良くし、頭痛やめまいによいとされます。 

 「五苓散」は薬局や薬店で購入できる市販薬も用意されています。初めて飲まれる方、

他に薬を飲まれている方、アレルギーをお持ちの方は購入前に必ず医師・薬剤師に相談し

ましょう。 

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、問題があっても本人に自覚症状がなかなか現れないの

が怖いところです。なるべく週１日以上は「休肝日」を用意しつつ、お酒を楽しんでくだ

さい。 

 

トピックス 

第六回 地域公開講座を開催しました 
                                          広報委員会 石川 裕一 
 

 これから暑い季節を迎え、ニュース等でもたびたび耳にする熱中症をテーマに当院院

長・伊平慶三による地域公開講座が奥沢区民センターにて開催されました。当日は多くの

周辺住民の皆様にお越しいただき、60名の方にご参加いただきました。講演では熱中症

のメカニズムや応急処置の仕方、また熱中症の予防として 

・屋外では帽子をかぶる 

・水分をこまめに摂取する 

・日陰を利用する 

が紹介されました。 

 

 今後も地域の皆様に身近なテーマを取り上

げながら定期的な公開講座の開催に努めてま

いります。次回、地域公開講座の詳細が決ま

り次第、院内掲示やNews Letterを通してお

知らせをさせていただきます。 



  

 

 

  
月 火 水 木 金 土 

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 

内科 

菅田 彰 
石井 翔 

(膠原病) 
伊平 慶三 

井出 宏嗣 

(膠原病) 
菅田 彰 

大西 司 
(呼吸器内科) 

菅田 彰 

橋本 善弘 

橋本 善弘 
中村 友哉 

(循環器内科) 
菅田 彰 

伊平 慶三 
辻田 裕昭 

(循環器内科) 
市川 博雄 

(神経内科) 
橋本 善弘 

小鮒 美香 

(膠原病) 

吉本 彩子 

(糖尿病) 

二村 明徳 

(神経内科) 
伊平 慶三 

伊平(9:00～10:30) 

新村 京子 

(糖尿病) 橋本(10:30～12:30) 

外科 鈴木 恵史 伊達 淳 
小山 広人 

(肝・胆・膵) 
外科常勤医  梅田 耕明 - 加藤 貴史 

尾本 正 
(心臓血管外科) 

鈴木 恵史 

飯島 忠 

(7,21日) 

神山 剛一 

(14,28日) 

鈴木 恵史 

(1,15,29日) 

伊達 淳 

(8,22日) 

整形外科 菊地 健 - 
神 與市 

(脊椎) 
菊地 健 柳澤 和裕 伊藤 博 菊地 健 

第1週のみ 

稲垣 克記 

15:00～ 

（予約制） 

定方 博史 
受付 

初診 12:15まで 
再診 12:30まで 

柳澤 和裕 柳澤 和裕 

小児科 常見 享久 常見 享久 常見 享久 

4日永原 敬子 

11日石川 良子  

18日今井 孝成 

25日今井 孝成 

常見 享久 常見 享久 - 常見 享久 常見 享久 常見 享久 常見 享久 

皮膚科 - - - - - - - 北島 真理子 - - - 

お知らせ 
※ 毎週火曜日小児科の午前の診療受付時間は 

  12：00までとなります。 
※ 小児科の月曜日～金曜日の午後は予防接種と乳幼児 

  検診の予約があります。一般診察は予約の方が 

  終了次第（15：00頃）開始となります。受付は 

  13：30から行っております。 

※ 当院は24時間救急体制で診療を行っております。 

  曜日により診療科目が異なります。 

医療法人横浜柏堤会 

奥沢病院 

〒158-0083  東京都世田谷区奥沢２－１１－１１ 
TEL：03-5701-7788 FAX：03-5701-2922 
ホームページhttp://www.okusawahp.jp/ 

診療科目 
 内科・外科・小児科・整形外科・放射線科・麻酔科 
 

診療時間 
 平日  ９：００～１３：００（受付８：３０～１２：３０まで） 
        １４：００～１７：００（受付１３：３０～１６：３０まで） 
  土曜  ９：００～１３：００（受付８：３０～１２：３０まで） 
 休診  土曜午後・日祭日 
 

周囲の医療機関との密接な医療連携 
 奥沢病院アテンディング・ドクター 
 昭和大学病院・都立荏原病院・都立広尾病院・日赤医療 
 センター・東京高輪病院・国立東京医療センター・ 他 

 

戸田中央医科グループ近隣施設 
 田園調布中央病院・松井病院・世田谷神経内科病院 

    

小児科の夜間診療も行っております 
 
   月曜日と金曜日は18：30までの 
   受付となります。 
   

『8月』外来担当医表 


