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大動脈とは、心臓から直接流れ

出たところの太い血管を指しま

す。この血管は太いゴムホースの

様なものですが、その壁は、内膜、

中膜、外膜と３層に分かれていま

す。大動脈解離とはこの一番内側

にある内膜に亀裂ができ、そこか

ら血管内を流れる圧力の高い血

液が血管壁の中膜の部分に漏れ

出て、その結果生じた血流や血腫

（血豆）が内膜を外膜から引き剥

がしてしまう病気です。 

発症すると急激な経過をとる

ことが多く、後述するスタンフォ

ードＡ型解離の場合、適切な治療

を受けないと発症後１日で約

25％、２週間で約 50％の死亡率

が報告されています。 

この病気は多くの方々にとっ

てはあまりなじみのないものか

もしれませんが、近年増加傾向に

あるようです。発症はどちらかと

いうと寒い時期に多く、最近では

昨年初冬にある有名コメディア

ンが手術を受けられたというこ

とでよく知られるようになりま

した。
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血管の壁の中に血液が強引に

割り込んで行くわけですから、強

い痛みが起こります。またこの血

腫は起こった部分から血管の走

行にしたがって広がっていくた

めに、この痛みは移動すると言わ

れています。たとえば解離が心臓

に近い大動脈から始まった場合、

突然激しい胸痛におそわれ、

解離の進行に従いその痛みが喉

元から背部、腰にまで広がるとい

った具合です。また解離は大動脈

から分岐する血管に影響を及ぼ

すこともあるため、このような痛

みと共に意識が混濁、消失した

り、腹痛を訴えたり、下肢が変色

することもあります 

大動脈解離を引き起こす直接

の原因は明らかにされてはいま

せんが、発症した患者さまの

75％に高血圧が合併しているこ

とから、高血圧が主な危険因子と

考えられています。また、大動脈

の動脈硬化性病変は解離の原因

となるとされ、そのほかには、

特殊な遺伝疾患や先天性心疾患

の一部、大血管の炎症性疾患の

中にも大動脈解離を合併しやす

いものがあります。患者さまのう

ち 2/3 は男性で、年齢は 60 歳

代に多く、その発症頻度は年間

100 万人に 30 人程度と報告さ

れています。 
 

原因・頻度 

部長：山本
やまもと

 知則
とものり

 
 

症状 

食生活の変化、人口の高齢化に伴い、我が国でも動脈硬化性心血管疾患が増

加しています。今回はそれらの中でも重症と考えられ、これからの寒い時期に

発症することが多い急性大動脈解離についてご紹介します。 
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私学事業団広報誌「レター」より転載

解離の及ぶ範囲によりその治療方法に

差があります。上行大動脈に解離を認める

ものをスタンフォードＡ型、下行大動脈に

解離が限局し上行大動脈に解離を認めな

いものをＢ型と呼びますが、Ａ型の場合、

心臓に対する合併症が起こりやすく死亡

率が高いため、急性期に人工血管置換術な

どの手術を行い救命する方法が一般的

です。 

一方、スタンフォードＢ型は多くの場合

緊急手術は必要とせず、厳重な降圧療法と

安静を保つことにより急性期を乗り切る

ことが出来ます。いずれの病型でも治療は

一刻も早く開始することが必要です。 

治療 

２月 ９･２３日 
３月 ８･２２日 
４月１２･２６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 

急性大動脈解離は決して頻度の高い病

気ではありませんが、一度発症すると重症

となることが多いため、予防をすることが

大切です。放置された高血圧は危険と考え

られるため、検診等で高血圧を指摘された

方は専門医の診察を受けましょう。また、

動脈硬化が進むことのないようコレステ

ロール、中性脂肪などの値をコントロール

し、禁煙を心がけましょう。 

要するに健康的な生活を送りましょう

ということですね。これからの寒い時期く

れぐれもご用心を。 

予防 

解離した 

下行大動脈 

かこう 

心臓 

人工血管に置換

した上行大動脈

じょうこう 

日 時 

毎週月曜日 15:00～16:00 

第 2･4 土曜日 9:00～10:30 
※1 回に付き 30 分の完全予約制 

料 金 

一般の方     3,150 円 

当院で分娩された方 2,100 円 

(税込) 
予約方法 
退院時または 
電話にて予約してください。 
 

受付時間 9:00～16:00 

東京臨海病院 産婦人科外来 
03(5605)8811(代表) 

受診当日 
①受付後、2 階産婦人科外来にお越しください。赤ちゃんの体重

や母乳量を測りたい方は、赤ちゃんも一緒にご来院ください。

②助産師による母乳相談、乳房マッサージを行います。 

次回も  来院が必要かどうかは、状況に応じて担当の助産師が

お答えします。 

③母乳外来が終わったら、1 階の会計窓口にて会計を済ませて 

ください。 

 

備 考 

●緊急の場合は、時間外でも受け付けいたします。

まずはお電話でご相談ください。 

●キャンセルの場合はお早めにご連絡ください。

●完全予約制ですので、遅刻されると相談時間が

短くなることがあります。 

 

母乳外来は・・・ 

お母さまの「母乳で育てたい」という気

持ちを大切に考え、安心して母乳育児をす

すめられるよう、退院後のおっぱいのトラ

ブルや赤ちゃんの授乳状況などについて、

助産師がご相談をお受けする外来です。 

赤ちゃんにおっぱいを上手く吸ってもらえ

ない、母乳が足りているのか心配、おっぱい

が張って痛い、乳首が切れて痛いなど、母乳

育児に不安がある場合をはじめ、仕事復帰す

る、断乳･卒乳する時にどうしたらよいか困っ

ている、などの場合にもぜひご利用ください。

こんなお悩みはありませんか？ 

助産師がご相談をお受けいたします。 

どなたでもご利用いただけます。 

ご不明な点は、産婦人科外来へお問い合わせください。 



質の高い、より良い医療が提供できるように日々努力して参ります。よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 
医 員 重松

しげまつ

 淑子
よ し こ

 
 

 

 

 
 

小児科 

 

■資格■ 

日本小児科学会専門医 

■専門■ 

小児科一般 
 

 
医 員 斉木

さ い き

 三鈴
み す ず

 
 

 

 

 
 

神経内科 

 

■資格■ 

日本神経学会専門医 

日本内科学会認定内科専門医 

■専門■ 

臨床神経学 
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日本私立学校振興・共済事業団  

東京臨海病院 

東京都が昨年 11 月 27 日から開始し

た「東京型ドクターヘリ」事業において、

島しょ地域等における救急患者の受け

入れと、ヘリコプターへの医師の搭乗に

関して協力することとなりました。 

 

平成 19 年 10 月～1 月に着任した 

医師を紹介します。 

 
医 員 水谷

みずたに

 仁
ひとし

 
 

 

 

 
 

麻酔科 

■資格■ 

日本麻酔科学会認定医 

麻酔科標榜医 

■専門■  

麻酔全般 

昨年１１月に着任いたしました。手術室での麻酔

科の業務は、各診療科と連係して全ての手術が安全

に行えるように、他のスタッフと共に患者さまの全

身管理を行うことです。手術は痛み以外にも身体に

様々な影響を及ぼします。麻酔科医は身体への有害

な影響を最小限にし、全身の状態をより良い方向へ

導くことを仕事にしています。また、患者さまの手

術に対する不安の軽減にも努めております。質の高

い、より良い医療が提供できるように日々努力して

参ります。よろしくお願い申し上げます。 

 
医 員 菅野

す が の

 真理子
ま り こ

 
 

 

 

 
 

消化器内科 

■専門■ 

消化器内科 

 
医 員 政田

ま さ だ

 憲之
のりゆき

 
 

 

 

 
 

整形外科 

■専門■ 

整形外科全般 

10 月末～12 月末 

で退職した医師 

糖尿病内分泌内科 吉田 路子

総合診療科 江部 司 

整形外科 岸 善真 

麻酔科 深野 直子

東京型ドクターヘリ協力病院となりました 
内科 診療体制変更のお知らせ 

  

 

 

内科 診療体制変更のお知らせ 

平成 20 年１月より、当院内科は部門

としての｢総合診療科｣を｢リウマチ膠原

病内科｣に変更しました。 

 当院内科は、この他に糖尿病内分泌内

科、消化器内科、呼吸器内科(非常勤医師

のみ)、循環器内科、神経内科の５部門に

分化しており、月曜から金曜の午前、上

記各部門に振り分けられない内科初診

患者は、１診察室を内科初診外来として

固定し、または内科各部門の診察室に振

り分け、内科医師が診療します。第２･

４土曜午前は内科４部門で診療します。 

 詳しくは当院ホームページまたは院内

に掲示してある外来スケジュール表を 

ご覧下さい。 

国の新しい制度として特定健康診

査・特定保健指導が平成 20 年 4 月から

メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候

群)に着目した健診と保健指導が始まり

ます。詳細は次号でご紹介いたします。 

特定健診について 



 
 

〒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/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

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・・・ 

「 脳梗塞～神経内科～ 」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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新年を迎えたと思うともう 2 月。春はもうすぐそこに来ていますが、一方ではせわしない季

節です。病院は新しいスタッフを迎え、特定健診などの新しい事業の準備もして、なんとなく

ウキウキした気分です。今年はうるう年ですが、ローマ帝国初代皇帝アウグストゥス

(Augustus)が 8 月に自分の名前 August をつける際に日数を 31 日に変更したため、その分

を差し引かれて 2 月は短くなりました。ひどい話ですね。少ない日数充実して過ごしましょう。

 

 

冬野菜「          」

区分 ｴﾈﾙｷﾞｰ(kcal) ｶﾛﾃﾝ(μg) ﾋﾞﾀﾐﾝ B1(mg) ﾋﾞﾀﾐﾝ B2(mg) ﾋﾞﾀﾐﾝ C(mg) ｶﾙｼｳﾑ(mg) 鉄(mg) ｶﾘｳﾑ(mg) 食物繊維(g)

根深ねぎ   28 14 0.04 0.04 11 31 0.2 180 2.2

葉ねぎ 31 1900 0.05 0.09 31 54 0.7 220 2.9

万能ねぎ 27 2200 0.08 0.14 44 100 1.0 320 2.5

きゅうり 14 330 0.03 0.03 14 26 0.3 200 1.1

大根皮むき 18 0 0.02 0.01 11 23 0.2 230 1.3

キャベツ生 23 50 0.04 0.03 41 43 0.3 200 1.8

玉葱水さらし 26 - 0.03 0.01 5 18 0.2 88 1.5

 

【保存】ラップや新聞紙に

包み冷蔵庫で保存します。

【選び方】葉は葉先まで緑色で濃くつやがあり、

軟白（葉鞘）部は鮮やかに白く柔らかいものがよ

い。根部より葉部に向って順次握ってみると均一

な柔かさを保ったものは、土寄せ･その他の管理

がよかったものであり良品といえます。 

【栄養成分】ねぎは昔から疲労回復や風邪に効くことで知られています。ビタミンＢ1

を含み、ビタミンＢ1 の消化吸収を助けるアリシンを含みます。涙を出す成分の硫化ア

リルは解毒作用があり、しかも胃を刺激して消化液の分泌を促すので、食欲を増進させ

ます。さらに生で食べると発汗作用があります。 

ねぎの栄養素(可食部:100ｇ中)他の野菜との比較 

ねぎは一年を通して食する頻度の多い食べ物の一つです。麺類の薬味、冬の鍋物

には不可欠です。また、ギョーザ、ハンバーグ、卵焼きなどの香味や彩りとしても

用いられます。一方、風邪の初期には、ねぎの白色の部分を細かく刻み、味噌を混

ぜ、熱湯を注いで熱いうちに飲む方法もよく、解熱効果があるとされています。 

葱はユリ科の多年草。ねぎは葱でなく、本来は根葱と書くべきで、強い匂いを表

す“気(き)”が語源です。古いねぎの俗称の“ひともじ”とはこの“気(き)”から来

ています。正確には葱はネギ属の総称で、ニンニクやニラも含みます。原産地は中

国西部とされ、日本での栽培の歴史は最も古い野菜の一つです。暑さや寒さに強く、

各地に独自の品種が存在します。葉の部分を食べる葉ねぎ(青ねぎ)と根の白色部を食

べる根深ねぎがあります。関東では埼玉県の深谷産の根深ねぎが有名です。根深ね

ぎの旬は 12 月～2 月です。鍋物に使われる下仁田ねぎは、群馬県･下仁田町の特産

品です。万能ねぎは福岡県産のものが各地に空輸されています。あさつきに比べる

とやや香りが薄く、少し柔かめです。ねぎの一変種である；わけぎ(分葱)は関西で好

まれ、あさつき(浅葱、糸葱)は関東で好まれています。 

 

エネルギー689kcal 

 たんぱく質 40.0ｇ 鉄 5.3mg 
脂質 37.4ｇ カロテン 7568μg 
炭水化物 45.7ｇ ビタミン C 22.4mg 
カルシウム 313.4mg 食物繊維 10.6mg 
カリウム 1444mg 塩分 3.1mg 

牛ももｽﾗｲｽ 100g 
牛脂 20ｇ 
木綿豆腐 1/3（100ｇ） 

ねぎ 40g  
しらたき 約 1/2 個（60g） 

春菊 50ｇ 

しいたけ 2 個（20ｇ） 

えのきだけ 1/3（30ｇ） 

糸みつば 10 本（12ｇ） 

人参 1/3 本（60ｇ） 

ごぼう 40ｇ 

タレ 【酒大さじ 1(18 ㏄)、みりん大さじ

1(18 ㏄)、しょうゆ大さじ 1(18

㏄)、砂糖大さじ 1(9g)】 

出し汁      160 ㏄ 

生卵       M 玉（50ｇ） 

材 料 

栄養量 

①豆腐は大きめに角切りにする。葱は斜め

切り、ごぼうは斜めにささがき、春菊、

糸みつばとえのきは 3～4ｃｍ長さに切

る。人参はいちょう切りにしておく。し

いたけは石づきを取り、火の通りやすい

ように十文字に切り込みを入れる。 
 

②しらたきは湯通しし、2～3 包丁を入れ、

水気を切る。 
 

③鉄なべを熱し、牛脂を溶かし、肉を入

れる。 
 

④半煮えのところに、タレ、だし汁で味

を付け、野菜を入れる。 
 

⑤生卵をつけ皿に割り入れ、煮えたもの

からいただく。 

冬の定番メニュー  すき焼き 

ねぎ 

 

(2 人分) 


