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当院では平成20年の５月から

｢救急科｣が新設されました。 

救急科の診療は広範囲にわた

るものですが、我々は救急車で運

ばれてきた患者さまをまず診察

し、バイタルサインを安定させ、

それから診断を進め、該当担当科

に振り分けるという業務を実施

しています。各科との連携のも

と、患者さまが迅速でシームレス

な医療を受けられるよう努めて

おります。 

我々は都内の高度救命セン

に 

ターから派遣されていますが、常

に生死を分つ現場から比べます

と、バイタルサインの落ち着いて

いる患者さまの振り分けがまだ

まだ多いですが、徐々に重症患者

さまにも対応できるよう人的、施

設的増進を進めて行く所存でご

ざいます。 

江戸川区には救命センター 

（3 次医療を担う 24 時間対応の

高度医療センター）が存在しませ

ん。我々の施設がそうなる日を目

指して日々精進してまいります。 

救急科のご紹介 

救急科 
部長：佐藤

さ と う

 秀貴
ひでたか

 
医員：北薗

きたぞの

 雅敏
まさとし

 
 
 

さて、救命救急領域でこの病院

でしばしば遭遇する疾患につい

て、皆さまへの情報提供と予防に

ついて述べたいと思います。 

最近の地球温暖化のためか気

温が異常に高い日が続いており

ます。そうです。今回は環境因子

による病気である熱中症につい

てお話をさせていただきます。 

熱中症は最近まで様々な分類

がされてきましたが、現在はわか

りやすい｢１度｣｢2度｣｢3度｣とい

う重症度による段階評価になっ

ており、救急医学領域ではこの分

類にしたがって治療しておりま

す。詳しい病態は専門書に譲りま

すが、共通するメカニズムは水分

と電解質の喪失です。 

最高気温が30度を超える日に

は熱中症の患者さまが数多く運

ばれてきます。病院周辺にスポー

ツ施設があるためか、若年者のス

ポーツ中の発症が多いようです。

指導者および保護者の方々には

水分およびナトリウムの摂取（ス

ポーツドリンク）を徹底していた

だきたいと思います。「練習が終

わるまで飲んではいけない」など 

といった根性論にとらわれた古

い考えで水分摂取を行っている

方はいないでしょうか？取り返

しのつかない重篤な結果を招き

かねないことを肝に銘じてくだ

さい。 

また、屋外作業に従事する方々

もしばしば搬送されてきます。現

場監督の方は血相を変えて同乗

してきますが、共通している事は

忙しすぎて水分を摂らせる暇も

なかったということです。非常に

危険ですので水分摂取時間を必

ず確保してください。 

さらに自宅に少々活力の落ち

たご高齢の方はいませんでしょ

うか？エアコンを嫌い、暑い中寝

込んでしまうと容易に熱中症に

なってしまいます。昼間にご高齢

の方を残して留守にする家庭で

は十分注意してください。 

以上、救急科新設のご挨拶と夏

の熱中症の注意点について述べ

させていただきました。 

熱中症の注意点 
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私学事業団広報誌「レター」より転載

治療法は、尿失禁のタイプと原因によっ

て異なります。多くの場合、治療によって

完治するか、症状の大幅な改善が見られま

す。まず、飲水の方法や、排尿の方法を指

導します。前に述べた排尿に影響のある薬

は、一時休薬をお願いすることもありま

す。次に、バイオフィードバック法による

骨盤底筋体操などにより、尿道括約筋を含

めた骨盤底の筋群を鍛え、尿失禁の予防を

図ります。これらの方法によっても尿失禁

が治らない時は、膀胱を弛緩させ大きくす

る薬や、尿道括約筋を閉める効果のある薬

を使用します。特に、切迫性尿失禁の原因

となる過活動膀胱に対して最近新薬が保

険適応となり、多くの尿失禁の患者さまに

効果的です。しかし、これらの治療でも治

癒しない患者さまには、積極的に手術療法

をお勧めしています。最近は、お腹を開け

ずに腹部に傷が残らない経膣的な手術を

だ 

 

行い、尿道の下をテープで下支えすること

により、尿失禁を治す方法が、効果的です。

以上、尿失禁の種類･診断･治療について

述べましたが、最近増加している疾患に、

膣から股間に骨盤内の臓器が脱出する骨

盤臓器脱(膀胱瘤･子宮脱･直腸瘤)による排

尿障害･尿失禁があります。 

東京臨海病院泌尿器科では、患者さまの

体の負担が少ない治療法を心がけており

ます。超音波による残尿測定などの検査、

また、切迫性尿失禁には新薬も採用し、手

術も最少侵襲手術を用い、腹部を切らない

経膣的メッシュ手術を取り入れ、最新医療

を行っています。 

7 月より、女性医師も３名体制(2 名非常

勤)となりましたので、尿失禁は女性特有の

加齢現象とあきらめたり、恥ずかしいこと

と考えず、積極的に泌尿器科受診をお勧め

します。 

 

尿失禁の治療 

左右の腎臓では、24 時間絶えず尿が作

られているので、尿管で運ばれた尿は、一

時的に膀胱内に貯留され、尿道括約筋によ

って、漏れない仕組みになっています。

しかし、尿が溜まり過ぎた時や、膀胱の過

剰な刺激状態、また尿道括約筋が障害され

た時に尿失禁が起こります。 

糖尿病や椎間板ヘルニアなどにより膀

胱の神経が障害され、尿が溜まったことが

分からなくなったり、前立腺肥大症で尿が

溜まりすぎた時に尿が漏れること｢ 溢 流
いつりゅう

性
せい

尿失禁(奇異性尿失禁)｣と言います。ご年

配の女性がクシャミをしたり、重たいもの

を持った時に漏れてしまうのが｢腹圧性尿

失禁｣です。また、抑えることが出来ない

くらいの尿意を感じ、漏らしてしまう｢切

迫性尿失禁｣などがあります。 

泌尿器科 

医長：柚木
ゆ の き

 隆寛
たかひろ

 
医員：入江

い り え

 恭子
きょうこ

 
   佐藤

さ と う

 和弘
かずひろ

 
 

尿失禁の種類 

尿失禁の診断 

副院長(部長) 
   斎藤

さいとう

 忠則
ただのり

 

尿失禁とは、尿が漏れるのを自分でコントロールできない状態です。尿失禁は、

子供から高齢者までにみられ、昼間に漏れることを昼間遺尿症(おもらし)、就寝し

てから漏れることを夜尿症(おねしょ)と言います。女性は男性よりも尿道が短いと

いう解剖学的特徴から尿失禁は男性より多くみられます。 

泌尿器科では、小児の夜尿症から高齢者の尿失禁まで、幅広い年代の尿失禁の

診断・治療を行っています。

尿失禁後に膀胱内に大量の尿が残って

いるかによって、診断も治療法もまったく

異なるため、尿失禁の検査・診断が重要と

なります。まず、いつからどのような尿失

禁が始まったか、症状の頻度などを、

IPSS(前立腺症状スコア)や OABSS(過活

動膀胱症状スコア)などの質問票や、排尿日

誌などで確認します。また、ほかの病気の

治療薬(花粉症治療薬･高血圧症治療薬･う

つ病治療薬など)によって引き起こされる

 

排尿障害や尿失禁も増加しているので、こ

れらの治療薬の内服状況を確認させてい

ただきます。次に、尿失禁の程度を知るた

めにパッドテストや尿流測定検査･残尿測

定検査を行います。専門病院では、従来の

カテーテルを膀胱まで挿入する、残尿測定

でなく、超音波によるブラッダースキャン

などを使用した非侵襲性の痛くない検査

が受けられるようになってきました。 
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東京消防庁救急相談センターでは、 

 

 

都民からの電話相談に応じて、医療機関

の案内や、応急手当のアドバイス、医療

機関への交通手段の案内などのアドバイ

スを 24 時間体制で行っています。 

当院では、入院中のお食事を選択でき

る「選択食」を実施しています。糖尿病

や心臓病、脂質異常症（旧：高脂血症）

などの治療食では選択することはできま

せんが、治療上制限のない通常食を召し

上がっている方は、月・水・金の朝食と

夕食で選択ができます。朝食ではパンを

主とした洋食と、ご飯を主とした和食の

二種類をご用意しています。夕食は肉料

理または魚料理、魚料理または豆腐料理

などのような組み合わせで変化をもたら

した献立を用意していますのでご紹介し

ます。 

 

選択食 A 

クロワッサン 

イチゴジャム 

野菜ソテー 

リンゴ 

牛乳 

選択食 B 

ごはん 

すまし汁 

豆腐ミート 

リンゴ 

ヨーグルト 

(中華風) 

当院では、乳がん検診(乳房超

音波検査、マンモグラフィー

検 査 ) は 認 定 資 格 を 持 っ た

女性技師が担当しております

ので、安心して検査を受けて

いただけます。 

お花をいただきました  

 

去る 6 月 19 日(木)、病院敷地内に

東京都赤十字血液センターの献血バ

スがやってきました。当日は献血申

し込み者 52 名、うち献血可能な 38

名の来院者の方及び職員が献血に協

力しました。ご協力いただいた方々、

ありがとうございました。 

日頃お世話になっている方や大

切な人へお花を届けるというキ

リスト教の行事のひとつである 

 

この取り組みに協力をして

いる医療機関を「東京消防庁救

急相談センター協力医療機関」

と言い、当院は協力医療機関で

あることから、東京消防庁救急

相談センター協力医療機関証

が交付されました。 

８月 ９･２３日 
９月１３･２７日 

10 月１１･２５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 

「救急車を呼ぶべきかどうかの判断に迷った」

  「診てくれる病院がわからない」 など 

献血に協力しました 

｢花の日｣にちな

んで、去る 6 月

6 日(金)、めぐみ

幼 稚 園 の 園 児

の皆さんからお

花をいただきま

した。 

献血バスによる献血は

毎年行っていますので、

次回もどうぞよろしく

お願いします。

 ある日の献立(朝) 



 
 

〒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・・・ 
「いびきと睡眠時無呼吸症候群(SAS) ～耳鼻咽喉科～」を予定しております。

◆発行：東京臨海病院  
◆発行責任者：山本 保博  
◆編集：広報委員会・企画経営課 
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夏もいよいよ盛りに突入しました。体調管理が大変で、少し夏バテ気味です。しかし、夏の風

物詩であるお祭りには繰り出したいものです。出店を廻ることは幼少時代を思い出させます。

誰もが心躍るのではないでしょうか。ちなみに私の一番のお目当てはじゃがバターです。最近

は明太子マヨネーズを付けてくれるところもあるのです！では、みなさんも夏バテには気をつ

けてお過ごしください。 

葛西駅 発 
東京臨海病院 行 

東京臨海病院 発 
葛西駅 行 

※外来診療のない日（休日、第 1･3･5 土曜日、 

年末年始等）は運行しておりませんので、 

ご注意ください。  

～肩こり～ 

症などの二次的症状として現れるものもあります。 

 ここでいう姿勢不良とは、いわゆる“猫背”のことで、背中

が丸くなると、姿勢を正そうとして頭を過剰に起こそうとする

反応が起きます。この状態を保持するため頚部伸筋群が持続的

に緊張すると、結果、筋肉の循環障害を招き、肩こりの原因と

なります。さらに猫背の場合、肩甲骨は外下方へ位置するため、

肩甲骨を引き上げる肩甲挙筋
けんこうきょきん

と呼ばれる筋肉の緊張も高くな

ります。 

 また、“なで肩”の場合にも肩甲骨を支える筋群、すなわち

僧帽筋
そうぼうきん

、菱 形 筋
りょうけいきん

、肩甲挙筋と呼ばれる筋肉に過剰な負荷がか

かり、肩こりを招きます。 

一般的な肩こり（筋肉の疲労が原因となっているもの）の場

合は、姿勢など日常生活の習慣を見直すことで改善できること

が多いです。 

 しかし、病気やケガが原因となっている場合は、もととなる

病気やケガをつきとめ、治療を行わなければ肩こりの解消には

なりません。また、肩こりを引き起こす原因となる、病気やケ

ガはさまざまですが、その中には命に関わる重大な病気が潜ん

でいることもあります。 

 なかなか改善しない、日に日に悪化していく、頭痛・めまい、

血尿、背中の痛み、胸部の痛み、腹痛などをともなっている、

手足のしびれがある場合には「病気やケガが原因」の肩こりな

のかもしれません。 

この場合には、病院で診察を受け、原因を

知ることが重要です。 

 次回のりはびり小話では、肩甲骨を支える

筋群のストレッチ体操を紹介します。 

“肩こり”は、首から肩にかけての筋肉が

緊張し、重だるいような鈍痛を主症状とする

もので、年齢・性別差を問わず、小児を除く

あらゆる人に発症します。重度になると頭痛

や吐き気を伴うこともあります。 

 原因はさまざまで、過労、姿勢不良、精神

的緊張を誘引とするものや眼精疲労、高血圧


