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ホームページ   
http://www.kikuchi-

clinic.com/ 
携帯版も共通です。 

（softbankは v/ をつけて） 

 

メールマガジン（ＰＣ版、携

帯版）を発行しています。 

 登録は、上記ホームページからできます。 

完全予約制です完全予約制です完全予約制です   電話０７２－９９０－５８２０電話０７２－９９０－５８２０電話０７２－９９０－５８２０   

 特定健診も予約制です。受診券・健康保険証・

介護保険証（６５歳以上の方）をご持参下さい。 

 大腸がん検診・肝炎検診も行っております。 

・毎月初回の受診時には、必ず「保険証」や「医療証」をご持参下さい。・毎月初回の受診時には、必ず「保険証」や「医療証」をご持参下さい。  

・他院で処方を受けておられる場合は、お薬手帳などをご持参ください。・他院で処方を受けておられる場合は、お薬手帳などをご持参ください。  

・健診結果などをお持ちになった場合は、診察前に受付へお出しください。・健診結果などをお持ちになった場合は、診察前に受付へお出しください。  

 新型インフルエンザ、国内の感染者数は、５０００人を超えました。うち１０００人は

大阪府内での発生です。（世界中では１５万人です。ただし、診断がついた人数です。） 

 これだけ広がると、「発熱外来」だけでは追いつかないというか、意味がないということにな

り、一般の医療機関でも新型インフルエンザの診療を行うことになりました。それに伴い「発熱

外来」「発熱相談センター」もなくなりました。 

 新型インフルエンザの相談（大阪府）は、下記までお願いします。 

      電話０６－６９４４－６７９１ （平日の午前９時から午後６時まで） 

 

 したがいまして、当院でも、かかりつけの患者さんが、インフルエンザの疑いがある場合には

診察させて頂きます。新型インフルエンザは、感染力が非常に強いため、診療には「空間と時間

を分ける」ことが重要です。（空間とは、患者さんの動線ということになります。） 

 

 ご存じのように、出入り口も、待合室も、診察室も一つの当院では、「空間を分ける」ことは

不可能です。したがって、「時間を分ける」しかありません。 

 通常の診察も、完全予約でお願いしておりますが、新型インフルエンザの疑いがある場合に

は、特に、必ずお電話をください。連絡なしに来院された場合、他の患者さんへの感染を防ぐた

めに、出直して頂くか、院外の廊下でお待ち頂くことになります。 

 ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

   当院では、デビットカード・クレジットカードをご利用頂けます。当院では、デビットカード・クレジットカードをご利用頂けます。当院では、デビットカード・クレジットカードをご利用頂けます。   

 休診の予定 ８／１４（金）、１５（土）が夏休みです。 

  ９／３（木）、９／１２（土）の午前診は１１時で終了します。 

 ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。 

 なお、休診等の最新情報は、広報誌、ホームページ（パソコン、携帯）、 

メールマガジン（パソコン、携帯）にてご確認下さい。 

診療時間 月 火 水 木 金 土 日・祝 

午前９～１２ ○ 検査 ○ 
×  

午後５～７ ○ ○ × ○ ○ × 
○ ○ ○ 
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インフルエンザの予防接種について 

 例年より早くご案内させて頂きますが、詳細はまだわかっておりませんので、次号以降でお知

らせいたします。 

１．季節性インフルエンザ（通常のインフルエンザ）の予防接種について 

 新型インフルエンザのワクチン製造に、鶏卵が回されましたので、昨年よりも製造される数が

少なくなります。当院で確保できる数量も、当然ながら、昨年より少なくなると思います。 

 それでも、かかりつけの患者さんには是非受けて頂きたいので、できるだけ確保したいと思い

ます。接種料金につきましては、昨年よりも若干高くなることをお知らせしておきます。 

●６５歳以上の方は、八尾市の公費負担がありますので、例年通り１０００円の予定です。 

●６４歳以下のかかりつけの患者さんは、２０００円前後を予定しています。 

●かかりつけでない方は、３０００円以上を予定しています。 

※かかりつけでない方は、ワクチンの数量に余裕がある場合のみ、予約を受け付けます。 

 

 当院は、予防接種も、完全予約制とさせて頂いておりますが、 

 慢性疾患で定期的に来院される患者さんは、できる限り定期受診の際に予防接種を受けて頂き

ますよう、お願いいたします。 

 

 例年、下記の条件を一つでも満たす方を、優遇料金とさせていただいております（今回の対象

期間は、平成２０年１０月～２１年９月です）が、ワクチン不足の場合、①の方が最優先です。 

 

 ①慢性疾患で、４か月以上受診された方。 

 ②慢性疾患以外で、６か月以上受診された方。 

 ③特定健診を受けられた方。 

 ④内視鏡検査、超音波検査を受けられた方。 

 ⑤八尾市外から来院される、６５才以上の方で、上記①～④の条件を一つでも満たす方。 
※慢性疾患とは、高血圧症、脂質異常症、糖尿病、慢性肝炎・肝硬変、胃潰瘍、ガンなどで、慢性疾患管

理料、難病指導管理料、インスリン注射の指導料などを保険で算定している患者さんが対象になります。 

※１か月間に何度受診されても、１か月として数えます。 

 

２．新型インフルエンザの予防接種について 

 こちらは、まだ情報が何も入っておりません。ただ、国内の製造量だけでは、かなり不足する

そうです。詳細は、わかり次第、お知らせします。 

 医療器械ではありませんが、今月一番ご

質問が多かったのは、待合室のテレビで

す。 

 ２年後に、地デジ（地上デジタル放送）

に移行しますので、あと２年間頑張っても

らおうと思っていたのですが、１１年目で

限界に近づきましたので、買い換えをしま

した。 

 画面の大きさは、３７インチです。横長

になりますので、買い換えの場合は大きめ

のものでないと、今までより画面が小さく

見えるようです。ご注意ください。 

 なお、アンテナの関係で、地デジしかう

つりませんので、ご了承ください。 
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感染性胃腸炎にご注意 

 

 最近は、夏場に限らず、年中「お腹をこわす」方が多いように思います。 

 大部分は、自宅で様子を見て頂いていい、軽症の胃腸炎ですが、時々、

もっと早く診察に来られたらよかったのに・・・という方もあります。 

 受診するべきかどうかの目安をお話しします。 

 

１．血の混じらない下痢だけで、吐き気や嘔吐がなく、熱もなく、体がし

んどくもない場合 

  →水分の補給、消化のよい食事、整腸剤の内服、でいいと思います。 

 そのためにも、整腸剤（ビオフェルミンなど）を常備しておかれること

をお勧めします。（右）は私の常備薬です。（５４０錠で１８８０円） 

 １回３錠と書かれていますが、私は、もっと（５，６錠）のみます。 

 

２．吐き気や嘔吐がある場合 

  →水分の補給や薬の内服が困難と思われますので、受診をお勧めします。吐き気止めを入れ

た点滴をすると、けっこう楽になります。 

 

３．熱がある場合 

  →高熱（３８℃以上）のときは抗生物質の処方が必要な場合があります。また、ぐったりし

ている場合（おそらく脱水症）は点滴をする方がいいと思いますので、受診をお勧めします。 

 

４．血便が出た場合 

 →つよい病原菌の場合がありますので、受診をお勧めします。 

日本人の平均寿命（平成２０年）が発表されました。 

 男 ７９．２９年（世界３位）  女 ８６．０５年（世界１位） です。 

 

 みなさん、長生きですね！ 平均寿命とは、０歳時における平均余命をいいます。 

たとえば、８０歳の男性の余命は、０ではなく、左下の表のように、約８．５年になります。 

絶対に０にはなりませんのでご安心ください！ 

 

 また、「特定死因を除去した場合の平均余命の延び」と

いう統計もあります。 

 右下の表ですが、悪性新生物（がん）で亡くなる人がい

なくなったら、男性で４年、女性で３年平均寿命が長くな

るということです。  

平成２０年簡易生命表  

年齢 
平均余命  

男 女 

０ ７９．２９ ８６．０５ 

３０ ５０．０９ ５６．６４ 

５０ ３１．２１ ３７．３４ 

６５ １８．６０ ２３．６４ 

７０ １４．８４ １９．２９ 

８０ ８．４９ １１．４３ 

９０ ４．３６ ５．７１ 

特定死因を除去した場合の平均余命の延び  

悪性新生物  心疾患  

男 女 男 女 

０ ３．９９ ３．０１ １．５４ １．６４ 

６５ ３．０９ ２．０３ １．１９ １．５６ 

７５ ２．０９ １．４２ １．０１ １．４７ 

９０ ０．５９ ０．４５ ０．６９ １．０４ 

年齢  
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「きょうの健康」 http://www.nhk.or.jp/kenko/ 
テキストが市販されています。 

ＮＨＫ教育テレビ（月）～（金）午後８：３０～８：４５ 

           （再放送）翌週 午後１：０５～１：２０  

 

「先どり きょうの健康」ＮＨＫ総合テレビ（日）午前５：１５～５：４５ 

 （内容は、その週の月～木の４本の放送のうち２本が放送されます。） 

日 月 火 水 木 金  

２ ３ ４ ５ ６ ７ 

先どり 休止（特別編成）  

血管の老化を 

防ぐダイエット 

９ １０ １１ １２ １３ １４ 

先どり 血管の老化を防ぐ！ ダイエット 
知っていますか？ 

看護外来 

Ｑ＆Ａ 

ダイエット 

看護外来 
血管年齢を知ろう 

しなやかな血管

を作る食事 

血管にやさしい 

ライフスタイル 

血管の 

老化 

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ 

先どり 肩こり・肩の痛み解消法 専門医がすすめる 

健康体操３ 

ストレッチでしな

やかな体づくり 

Ｑ＆Ａ 

肩 

健康体操 
原因を知ろう！ 

治療法 

これで納得！ 

生活で改善！ 

実践肩の運動 

肩こり 

肩の痛み 

２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ 

先どり 肺がん 最新治療 Ｑ＆Ａ 

肺がん 
決め手は 

早期発見！ 

手術と治療の 

最前線 

変わる 

抗がん剤治療 

進行した肺がんと 

どう向き合う 
肺がん 

 

  ここが聞きたい！名医にＱ 
ＮＨＫ教育テレビ 毎週土曜日 午後８：００～８：５９  

再放送は翌週土曜日 午後１：００～１：５９ 

  ８／１・８   ひざの痛み 

 ８／１５  休止 

 ８／２２・２９  転倒・骨折予防 

鳥越俊太郎 医療の現場！   （日本医師会提供）    

ＢＳ朝日（ＢＳデジタル５チャンネル）毎週土曜日 午後６：００～６：３０ 

再放送：毎週日曜日 午前１０：００～１０：３０ 

 

 ８／１ 増え続ける大動脈瘤  ２２ 命の見張り番～麻酔医という仕事 

   ８ 加齢と疾病①視覚の低下 ２９ シリーズがんと闘う！ 子宮頚がん 

  １５ 加齢と疾病②聴覚の低下             （ゲスト：洞口依子） 


