
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 

NEWS 

LETTER 

医療法人横浜柏堤会 奥沢病院 

平成28年8月号 Vol.229 
 

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。 

医師のコラム   
内科 院長 伊平慶三               

≪大規模災害発生時の医療救護について≫ 

各部署のコラム 

栄養科 山本麻衣子   

≪地域公開講座～楽しく食べて元気に生きる～≫ 



医師のコラム 

大規模災害発生時の医療救護について 
               院長 伊平慶三 

 

 
 ２０１１年３月１１日の東北の大震災から５年以上が経過しました。そして今年

は熊本県を中心に大震災がありました。しかしどちらも復興はまだまだ中途の段階

であり、更なる支援を必要としています。関東では２０１５年６月に箱根山の噴火

警戒レベルが３にまで引き上げられ、身近に災害の危機を感じられた方も多かった

のではないでしょうか？そして首都圏での大地震、生じなければいいのですが生じ

た時を想定して東京都やそれぞれの区では大規模災害発生時の対策を着々と進めて

います。 

 

 今回は玉川地区の大規模災害発生時の医療救護についてご紹介します。まず都は

重症患者を収容する世田谷区内の災害拠点病院として、都立松沢病院、至誠会第二

病院、そして関東中央病院の３病院を指定しています。これらは道路が寸断されて

もヘリコプターなどで搬送が可能な病院になります。そして主に中等症の患者を受

け入れる災害拠点連携病院として、国立成育医療研究センター・世田谷下田病院・

東京明日佳病院が指定されています。（我々奥沢病院は災害拠点支援病院に指定さ

れていますが、連携病院としての活動を期待されています。） 

世田谷区の防災計画では、大規模災害時には９４か所の区立小中学校が避難所と 

なります。そのうち２０か所には発災早期に医療救護所が設置されます。玉川地区 

では用賀中学校、玉川中学校、深沢小学校，二子玉川小学校、九品仏小学校の５か 

所になります。これらの救護所には玉川医師会より医師や看護師が派遣されます。 

また災害拠点病院や連携病院の近くにも緊急医療救護所が設置されます。ですから 

万が一災害時にけがをしたり、病気になった時にはこれらの場所に行けば対処が可 

能となります。ただし基本的に救護所は軽症患者の処置が中心となりますので、そ 

こで対処できない場合は重症度に応じて災害拠点病院や連携病院に搬送されること 

になります。 

 

 東京都や世田谷区の防災計画も今なお策定中であり、今後また改変されることも

あるかもしれません。どんな時にもかかりつけの医療機関に受診することが一番だ

と思いますが、大規模災害時にはかかりつけの医療機関も被災して診療不能となる

ことも考えられます。もしもの時の備えとして、災害時にはご自宅の近所の医療救

護所がどこにできるか、また最悪徒歩でどのようなルートで行けるのか確認してお

くことが必要だと思われます。 

伊平(いだいら)慶三：院長。内科部長。医学博士。 

日本内科学会認定医。日本アレルギー学会専門医。昭和大学呼吸器内科兼任講師。 

呼吸器・アレルギー疾患 を専門とする。内科・総合診療科担当。 



各部署のコラム 

地域公開講座 

「大人の為の食育講座～楽しく食べて元気に生きる～」                             

                                 栄養科 山本 麻衣子 
 

6月25日に奥沢区民センターにて、地域の方に向けた公開講座を開催致しました。 

当日は、健康寿命を延ばすための食生活の工夫を、3つのテーマに沿ってお話させて頂きまし

た。内容の一部をご紹介します。 

＜１＋１＝10倍！？ 危険因子と心臓病の発症リスク＞ 

 

＜食事のポイント1  食事が1日2食になると‥  体重が増えやすい＞ 
食事の間隔が空き空腹感が増すと、身体はエネルギーをため込もうとして 

脂肪を作りやすくなります。 

また食事誘導性熱代謝(食事をとると熱を発生する)は、朝が高く夜が低いため、 

朝食はたくさん食べても太りにくい上に、朝のうちにきちんと体温を上げる 

ことができるので、1日を通しての代謝を底上げすることができます。 

朝食を欠食されている方は、まずはバナナ1本など手軽に始められる食品を 

摂って、朝食の習慣をつけましょう。 

＜食事のポイント2  減塩を心掛けよう！効果的な塩の使い方＞ 
1、食材の表面に味をつける → 舌で感じる味が強くなり、塩味を感じやすくなる。 

2、しょう油やソースは「かける」より「つける」→ 余分な調味料の使用を防ぐことができる。 

3、煮物の塩分は甘味と一緒に減らす 

→ 塩やしょう油を減らす時は、砂糖やみりんも一緒に減らすことで物足りなさを軽減する。 

＜食事のポイント3 認知症予防の食品選び＞ 
認知症の発症を予防するために、抗酸化作用のある食品を積極的に取り入れましょう。 

ビタミンC：じゃがいも、いちご、キウイフルーツなど 

ビタミンE：ブロッコリー、アボガド、アーモンドなど 

β－カロテン：緑黄色野菜（人参・かぼちゃなど） 

 ビタミンCは水に溶けやすく熱に弱い特性があるため、できるだけ生食がおすすめです。 

           

                              

危険因子（肥満、高血圧、高血糖など）が1つも

ない場合の心臓病の発症リスクを1とした場合、

危険因子が1つあると発症リスクは5倍、2つある

と10倍、3～4つあると30倍にもなります。 

数ある生活習慣病の中でも「心疾患」「脳血管疾

患」「がん」は3大生活習慣病と言われ、日本人

の死因の約6割を占めています。これらの病気の

予防には食生活が大きく関わっています。 

  

小さな工夫を重ねることで食習慣を改善       

することができます。できることから 

始めましょう。 



  

 

 

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。 
   

『8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 ― ― ― ― ― ― ― 北島 真理子 ― ― ― 


