
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 

   

インペアード パフォーマンス  
内科 菅田 彰 

 

 スギ花粉症の時期は過ぎましたが、今年もアレルギー症状に悩まされた方は多いこと

と思います。今回は花粉症などのアレルギー症状に対してよく使われる抗ヒスタミン薬

について、とくに副作用についてお話ししたいと思います。 

 

 鼻水、鼻づまり、目のかゆみ、くしゃみなどのアレルギー症状は、一度アレルギーに

なってしまった患者さんの粘膜に、再度原因となる花粉などが接触した際、これを排除

するために粘膜や血液中の細胞から化学伝達物質が分泌されることで起こります。この

化学物質の代表がヒスタミンであり、ヒスタミンを抑える抗ヒスタミン薬が主に治療薬

として使われています。 

 

 ヒスタミンには、アレルギー症状を起こす以外に、脳内では眠気を抑える作用や、学

習能力や記憶力を高めるなどの作用があり、抗ヒスタミン薬を飲むとこれらの作用まで

抑えられるため、眠気がでたり、集中力や判断力が低下するといった副作用がしばしば

起こります。 

 

 インペアード パフォーマンスとは、抗ヒスタミン薬によって、自覚症状の有無にか

かわらず、判断力や集中力が低下した状態をいいます。眠気など自覚があれば自分なり

に注意することもできますが、問題なのは気付かないうちに能力が低下している場合で

す。学生ではテストに影響したり、機械の操作や車の運転などでは思わぬ事故につなが

る可能性もあります。近年は多くの抗ヒスタミン薬がありますが、インペアード パ

フォーマンスの起こりやすさは薬剤によって差があり、インペアード パフォーマンス

の起こりにくい薬では、アレルギー症状を抑える効果が弱かったり、効果が出るまでの

時間が遅かったりする場合もあるので、自分自身に合う薬、また一日の行動にあった薬

を選ぶことが大切になります。 

 

 また最近、薬で症状を抑えるのではなく、免疫を調節

し、アレルギー体質を変えることで症状改善を目指す減感

作療法が、内服でも出来るようになりました。花粉症にこ

の治療を行う場合、花粉の飛散する時期に開始したのでは

遅く、3か月以上前には始める必要があります。奥沢病院

にはアレルギー専門医もいますので、相談して頂ければと

思います。 

新任内科常勤医師紹介  
 

 
資格等 
医学博士、日本医師会認定産業医 

東京都認知症かかりつけ医 

患者様へ一言 
分かりやすく説明するなど、患者様の視点に立った 

医療を目標としたいと思っています 。 

外来担当日 
月曜日午前 

火曜日午前 

金曜日午前 

土曜日10:30～12:30  

和田記代子 



各部署のコラム 

看護職と長期休暇  
看護部 3階病棟 徳田 美恵 

 
５月と言えば、世間では最大１０日間と言われる長期連休「ゴールデンウイーク。」 

私たち医療従事者の多くは、世間同様に長期休暇を取ることが難しく、世間のお休み事情

を知るとうらやましく思います。仕事上、世間同様に休めない看護師が普段どのような休

み方をしているのか、患者様から聞かれることも多く、ご要望にお応えし、今回、私たち

看護師はどのように長期休暇の使い方をしているか、ご紹介したいと思います。 

 

休みのパターンは毎月決められた分の公休があり、それ以外に年間を通じて希望の休み

(ここで長期休暇)を取ることが出来ます。昨年度は最大１４日間の休みを、自分たちで計画

し、１回で使い切るか、２・３回に分けて使い切るかを決めます。 

実家(北は北海道、南は鹿児島)に帰省したり、温泉旅行やアイドルのコンサートに行った

り、雪山をスノーボードで楽しむ看護師もいます。また海外旅行に行く看護師もいます。

今年は長期休暇の中、1泊2日で台湾に行ったスタッフもいました。さすがに疲れたと話し

ていました。 

 

休み明けには笑顔と名産品の土産を持って元気に出勤します。 

「休み」は体と心のリフレッシュ。「休む」ことで仕事への活力を回復させ、日々のより

良い看護につながるのではと考えています。 

入院中「あれ？あの看護師がいないな」という時は、どこかへ旅に出かけているのかもし

れません。 

 

トピックス 
 

  

地域公開講座 
                           経理課 岡村まゆみ 

 

3月26日（土）、奥沢区民センターにて、『骨密度と体脂肪 ～自分のカラダを

知ろう～』というテーマで整形外科菊地医師による地域公開講座を開催致しまし

た。当日は院内で掲示したポスターを拝見された方など63名の方にご参加いただき

ました。そのうち、初めてお越しくださった方が、4割もいらっしゃいました。医

師からの話を聞いて、「寝たきりにならないような生活習慣が必要であることを再

確認した」「要介護を先のばす努力をする」「体の場所によって骨密度が異なるこ

とを知った」など多くの興味を持っていただく機

会となりました。 

  

実際に3月より稼働している骨密度測定装置を使

用して、骨密度を測ってみたいとの声もございま

した。 

 今後も、院内設備のご案内とともに、地域の

みなさまに興味を持っていただける内容での公開

講座を開催してまいりたいと思います。 



  

 

 

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・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。 
   

『５月』外来担当医表 
  

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 

阿部 記代子 

(旧姓:和田) 
菅田 彰 伊平 慶三 

井出 宏嗣 

(膠原病) 
菅田 彰 

大西 司 
(呼吸器内科) 

羽多野 美香

(膠原病) 
菅田 彰 

阿部 記代子 

(旧姓:和田) 

大石 庸介 

(循環器内科) 
菅田 彰 

(9:00～10:30) 

伊平 慶三 
小﨑 遼太 

(循環器内科) 
阿部 記代子 

(旧姓:和田) 

林 智樹 

(膠原病) 

羽多野 美香 

(膠原病) 

吉本 彩子 

(糖尿病) 

二村 明徳 

(神経内科) 
伊平 慶三 

前木 展子 

(糖尿病) 

伊平 慶三 
(9:00～10:30) 

阿部 記代子 

(旧姓:和田) 
(10:30～12:30) 

― 

外科 鈴木 恵史 伊達 淳 
小山 広人 

(外・胃腸科) 

小山 広人 

(外・胃腸科)  
梅田 耕明 ― 加藤 貴史 

尾本 正 
(心臓血管外科) 

鈴木 恵史 

飯島 忠 

(1,3週目) 

神山 剛一 

(2,4週目) 

鈴木 恵史 

(1,3週目) 

伊達 淳 

(2,4週目) 

整形外科 菊地 健 ― 
神 與市 

(脊椎・脊髄) 
菊地 健 柳澤 和裕 土谷 弘樹 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 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 ― ― ― ― ― ― ― 五味 由梨佳 ― ― ― 


