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晩婚･少子化に伴い、増加して

いる疾患です。その理由は後で

述べることにして、まずはどん

な病気なのかをお話します。 

 子宮内膜症は、子宮の内側に

あるべき内膜組織が何らかの原

因で、本来あるべき所以外の場

所で発育･増殖する病気です。月

経困難症以外の症状として、性

交痛･排便痛･月経時の下痢など

があり、不妊症の原因にもあげ

られています。 

さて、子宮内膜は卵巣から分

泌されるエストロゲンというホ

ルモンに反応して増殖し、月経

の時にはこの子宮内膜がはがれ

て出血が起こります。同時に、

子宮の内側以外の所に散らばっ

た子宮内膜もエストロゲンによ

り増殖し、月経時には同様に出

血を起こし、周囲の組織と反応

して痛みの原因となります。こ

れが月経の度に繰り返されるた

め、子宮内膜が増殖した骨盤内

ではあちこちで癒着が生じて、

激しい痛みの原因となっている

のです。また、子宮内膜が子宮

の壁(子宮筋層)で発育･増殖し

たものを子宮腺筋症といい、

非 

非常にひどい月経困難症と過多

月経をもたらします。 

子宮内膜症の診断には、内

診・経膣超音波・ＭＲＩが有用

です。以前は人工的に妊娠した

のと同じホルモン状態にするこ

とで（偽妊娠療法）、子宮内膜症

を治療していました。「産めよ増

やせよ」の時代には、次から次

へと妊娠・出産・授乳のサイク

ルを繰り返していたので、子宮

内膜症にとっては居心地の悪い

ホルモン状態であったわけで、

ほとんどが発症せずに自然治癒

していたと考えられます。 

この反対に晩婚・少子化では

子宮内膜症にとって非常に具合

の良いホルモン環境が持続する

わけです。 

ただし、今日の治療法は人工

的に閉経期と同様のホルモン環

境を作り出す偽閉経療法が主体

です。従って、副作用として、

ほてり・のぼせ・発汗など、更

年期障害と同じ症状が現われま

す。外科的治療としては、腹腔

鏡を用いた癒着剥離
は く り

や、開腹に

よる子宮全摘術が根治的治療と

なります。 
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女性、特に性成熟期の女性に婦人科受診を促すきっかけとなる症状は、主と

して痛みと出血が多いようです。なかでも、月経困難症は月経の時期に起こる

下腹部痛や腰痛を中心とした症候群であり、時として症状が非常に強く、日常

診療においても月に数名の患者さまが救急車で搬送されてきます。 

月経困難症を引き起こす代表的な疾患について、わかりやすく説明していき

たいと思います。 
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子宮筋腫はよく遭遇する疾患であり

ますが、症状を現さないものも多くみ

られます。過多月経による貧血や、月

経困難症を伴う場合は治療の対象とな

ります。出産希望のある方には、筋腫

のみ摘出して子宮本体は残す手術が行わ

れます。腹腔鏡下・開腹・あるいは膣式

で実施されますが、 近では子宮動脈塞

栓術という方法も選択できるようになり

ました。 

まとめ 

月経困難症は、女性に生まれたから

にはどうしようもないもの、とお考え

になっていらっしゃる方が多いと思い

ます。軽いものならいいですが、辛く

て学校や会社を休む程の重症の場合に

は、意を決して、産婦人科医の門をたた

いてください。問診と外来検査でおおよ

その診断はつくものです。 

お心当たりのある方については、受診

をお勧めします。 

私学事業団広報誌「レター」より転載

 

 

子宮筋腫 

 

月経時には、生理的な現象として子

宮筋の収縮運動が亢進
こうしん

(高ぶること)し

ていますが、とくにこの収縮力が強く

て起こるものと考えられています。原

発性月経困難症は中学生･高校生とい

った若年者に多くみられます。 

治療法は、鎮痛剤を上手に使用する

ことが重要です。上手にというのは痛

みがひどくなってから使用するのでは

なく、痛みがきそうになった時点で早め

に内服するということです。毎回、月経

２日目がひどいという方は、月経開始日

から２日目までの２日間、朝･昼･晩と毎

食後鎮痛剤をお飲みになることをお勧め

します。また排卵を抑えることにより月

経困難症が軽減されることがわかってお

り、低用量ピルを常用している方もいら

っしゃいます。 

原発性月経困難症（原因不明） 

骨折を早く治す治療です。 

ご不明な点は、整形外科医師、整形外科外来受付にお問い合わせください。 

先進医療とは？ 
保険診療と併用して特別料金を患者さまにご負担していただくことにより、

高度な先進医療を提供するものです。 
 

超音波骨折治療法って？ 
従来の基本的な骨折治療を行った後で、特殊な低出力超音波パルスを骨折部

に当てることにより、骨折の治癒期間を約 4 割程度短縮することができる

新しい医療技術です。 
 

費用はどれくらい？ 

この医療は保険適用となっていません。保険による通常の 

治療や手術費用の他に先進医療費が請求されます。 

その費用は 156,000 円(非課税)です。 

東京臨海病院では 

超音波骨折治療法 
を行っています。 



 

カンガルーケア
とは、生まれたば

かりの赤ちゃんをお母さ

まの素肌の胸の上で抱っ

こすることです。 
スキンシップにより、母子

の絆が深まり、母乳分泌に

も良い効果があります。
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８月１１･２５日

９月 ８･２２日 
１０月１３･２７日 

 

■受付時間■ 
午前 8 時～ 

 午前 10 時 30 分 
 

 

 

※ 原則として予約診療

はいたしません 

当院では、ご出産された全ての方にお祝い膳をお出ししています。

平成 19 年 7 月よりメニューが新しくなりました。 

素敵な時間をお過ごしください。  

産科入院料金 (セット料金) 559,000 円 
 

※上記料金は正常分娩で単胎の場合(入院 7 日間まで)の料金です。 

※一部の薬剤料･検査料を除きます。 

※私学事業団加入者の方については加入者料金があります。 

当院の産科病棟スタッフは全員が助産師であり、より専門的な看護を提供しています。 
「楽しい妊娠生活」、「満足できるお産」「母乳育児」の推進を目指し、「２人目、３人目 
も東京臨海病院で！」と言っていただけるようなケアを心掛けています。 
 

当院では、「できるだけ自然に」を

コンセプトにして、専門スタッフ

が快適なバースプランをご提供し

ています。 

●産科特別室には、シャワー室、洗面台、トイレを完備

しています。 

●親子の絆を深める「カンガルーケア」を取り入れています。

●ご主人立会い出産ができます。 

産科特別室で出産された場合 



 

〒134-0086 

東京都江戸川区臨海町 1-4-2 

電話 03-5605-8811(代表) 

FAX03-5605-8113 

ホームページもご覧ください 

http://www.tokyorinkai . jp/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

8 月は葉月。由来は、木の葉が紅葉してやがて落ちていく「葉落月」、稲穂が実る

「穂張り月(ほはりづき)」、雁が初めて到来する「初来月(はつきづき)」など諸説ある

ようです。8 月 7 日は立秋。暦の上では秋の始まり。ただ暑いばかりのような印象

の 8 月にも、四季の移ろいがあるのですね。 

編編集集後後記記・・次次回回予予告告  

 
次号のドクターメールは・・・ 

「陥入爪
かんにゅうそう

・巻き爪 ～形成外科～」を予定しております。 
◆発行：東京臨海病院  
◆発行責任者：今井壽正  
◆編集：広報委員会・企画経営課 
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・ ・・ 高額療養費制度の便利な活用法・・・

 

従来、医療費が高額にかかった

場合、一旦窓口で全額を支払い、

後から払い戻しを受ける「高額療

養費制度」、また高額療養費該当

分の８～9 割について先払いを受

ける「貸付制度」がありました。

～限度額適用認定証の交付～ 

平成 19 年 4 月から、70 歳未満の患者さまの「入院」に  

おける高額療養費制度に特例が設けられました。   

これらの制度はそのまま存続

していますが、新しい仕組みとし

て、事前に「限度額適用認定証」

の交付を受けることで、高額療養

費分の立替えが不要となり、窓口

での支払いが限度額までで済む

ようになりました。 

この特例により、患者さまの

窓口負担が軽減されるとともに、

医療機関においては未収金の改

善が期待できるほか、高額療養費

の申請漏れが減少するなどの効

果も期待されています。 

<新制度のしくみ>  
(例)胃がんの手術で 10 日間入院した時 

(医療費約 100 万円の場合)  
厚生労働省ホームページより 

限度額認定証の交付

を受けるには、各健康  

保険の窓口で手続き

が必要です。 


