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全身麻酔では、麻酔薬として

調節性に富む薬剤が使用される

ようになりました。適量の投与

を確実にするために、投与量の

安全域が考慮された機器を用い

ています。 

写真①は、「気化器」といい、

投与量を制限する機能を持ち、

安全が考慮された麻酔ガス投与

器です。さらに、呼吸中の麻酔

ガス濃度や脳波を用いた麻酔効

果を確認するモニターで患者さ

まを継続的に監視しています。

現在では、コンピュータシミュ

レーションにより麻酔から目覚

める時間もおおよそ予測できる

ようになりました。全身麻酔の

場合、ほとんどが手術終了後、

数分から十数分で患者さまを麻

酔から目覚めさせます。 

最近の全身麻酔について 

19 世紀初頭から、抜歯や腫

瘍の摘出に伴う疼痛を緩和する

ために、ガスや薬物を利用した

麻酔が行われていました。しか

し、当時の麻酔はまだ十分なも

のではなく、手術中の痛みをコ

ントロールできなかったり、副

作用の発生を抑制できなかった

りしていました。 

科学や産業の進歩とともに、

また、先人の努力によって麻酔

も 進 歩 を 続 け て き ま し た 。

1999 年に米国医学研究所から

発表された論文をきっかけに、

医学会は最先端の治療法の開発

だけでなく、安全な医療の提供

に力を注ぐようになりました。 

麻酔は、手術を受ける人にとって、身体への有害な影響を最小限にくい止めると

いう観点から非常に大切で必要なものです。そこで、少しでも麻酔を知り、安心し

ていただくために、最近の麻酔法についてご説明します。 

すぐに覚めるような全身麻酔

では、手術後の痛みが気になり

ます。ところが手術後の痛みは、

患者さまによって感じ方が異な

ります。そのため、一定の痛み

止めを持続的に投与しておき、

足りない部分を患者さま自身で

追加できる「患者調整鎮痛法」

が一般的に利用されています。

写真②の右上にあるポンプに

は鎮痛薬が入っており、一定速

度で鎮痛薬が患者さまに投与さ

れます。投与経路は二股に分か

れていて、一方は持続的に投与

されていて、もう一方は写真上

部中央の白いボタンを押さなけ

れば痛み止めが入らない仕組み

になっています。 

術後の鎮痛法 

▲写真② 

進歩を続ける麻酔法 

 

患者さまへ 

持続的に投与 

される鎮痛剤 

ボタンを押さな

ければ投与され

ない鎮痛剤 

ボタン

 

 安全な調節範囲でしか 

投与できません 

▲写真① 
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最近は、下半身麻酔や神経ブロックと

呼ばれている局所麻酔を利用すること

で、手術後の合併症を一部減少させるこ

とが分かってきました。 

局所麻酔に使用する薬剤や針は、より

 

安全なものが開発されています。また、

超音波を用いて神経や大血管へアプロー

チすることによって、動脈の誤穿
ご せ ん

刺
し

や気

胸などの合併症の発生率が以前より低下

しています。 

手術という話になったとき、どんな人

も多かれ少なかれ不安を抱かれると思い

ます。私たち麻酔科医は、患者さまに安

全と快適を提供するために、日々の改善

を行いながら、より最適な麻酔法を提供

しております。麻酔に関して疑問に思う

こと、不安に思うことがありましたらお

気軽におたずねください。あなたの安心

につながります。 
 

 

おわりに 

私学事業団広報誌「レター」より転載 

「超音波（エコー）」とは、人の耳に聞こえな

いほどの高周波数のことです。その超音波を心

臓に発信して返ってくる超音波を受信し、心臓

の様子を画像に映し出して診断する検査です。

Ｘ線撮影やＲＩ検査のように放射線による被

ばくの心配はありませんので、妊婦や乳幼児で

も安心です。さらにはペースメーカー移植術や

人工弁などの手術後でも繰り返し安心して検査

を受けることができます。 

心エコーは、装置の向上はもちろん

のこと様々な新しい機能による解析方

法などが開発されており、今後ますま

す発展する検査法です。しかし他の検

査に比べ検者の手技や知識に大きく委

ねられる傾向が強い検査でもありま

す。検査前には患者さまの身体所見・

心電図・胸部Ｘ線写真・血液データな

どを読み、検査を行うことが重要で、

聴診や触診のような理学的所見（診

て・聞いて・触れて）をしっかり理解

してから、心エコー検査に臨んで見落

としが無いようにしています。 

最近の局所麻酔について 

※次回は『心エコーで何がわかるの？』『心エコーは誰が担当するの？』です。 

一般的な心エコーは、まず胸部を露

出してベッドに仰向けに寝ます。検査

の際は、前胸部を出しやすいように前

開きの服装が好ましく、上半身は裸も

しくは薄手のシャツ一枚程度になって

いただきます。 

聴診をしてから、基本的には左側臥

位（左側を下に寝る）になり、できれ

ば左腕を頭の方へあげた姿勢で心電図

の電極を前胸部に貼ります。プローブ

と呼ばれる超音波発信機を肋骨と肋骨

の隙間から沿うようにあてて、プロー

ブと皮膚の間には隙間が開かないよう

にゼリー剤を塗ってピッタリと密着さ

せます。プローブは超音波画像モニタ

ーに繋がっていて、リアルタイムに心

臓の動きを見ていきます。 

 

フィリップス iE33 

シーメンス セコイア 512 

心臓超音波検査（心エコー）ってどんな検査？ 

どうやって検査するの？ 

右室 左室

右房 左房

左をやや下にして 

ベッドに横になる

心電図用電極 超音波を通しやすくするためゼリーを塗り 

肋骨と肋骨の間にプローブを押し付ける 



●急な高熱、せき、のどの痛み等の症状がある方 

●インフルエンザと診断された人と接触した方 
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平成 2１年９月に 

着任した医師を紹介します。 

 
医 員 志村

し む ら

 英恵
は な え

 
 

 

 

 
 

皮膚科 

■専門■ 

皮膚科一般 

９月より皮膚科医として赴任し

ました志村英恵と申します。 

皮膚科一般診療を担当するにあ

たり、患者さまの立場に立った医

療を心がけていきたいと思いま

す。何かありましたら、お気軽に

ご相談ください。よろしくお願い

いたします。 

 

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。  

10 月１０･２４日 
11 月１４･２８日 
12 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 

  

 

 

基礎疾患(慢性呼吸器疾患、糖尿病等)をお持ちの方、 

乳幼児や妊婦の方は特に注意が必要です！ 

感染予防と拡大防止に努めましょう 

■ 帰宅したら手洗い・うがいをしましょう 

■ 室内の換気、適度な湿度を保ちましょう 

■ 必要な栄養と睡眠を十分にとりましょう 

■ 人ごみの中に行く時はマスクをしましょう 

せきエチケット 

せき・くしゃみ症状がある時は、マスクをしましょう 

せき・くしゃみをする時は、口と鼻をティッシュなどで覆いましょう 

せき・くしゃみをする時は、回りの人から離れましょう 顔をそむけましょう 

不明な点、不安がある方は 

ご遠慮なくご相談ください 
連絡先：東京臨海病院 03-5605-8811（代表）

事前に電話連絡をしてから

受診してください 

平成 21 年 9 月 15 日(火)、㈱島忠ホームズ葛西店

の屋上で、葛西消防署主催の自衛消防訓練審査会が

開催されました。当院からは看護部・中央施設部・

事務部の 3 チームが出場し、審査の結果、事務部チ

ームが優秀賞を受賞しました。 

 

 

毎年 1 回各地区の消防署主催により開催され、指揮者

と 1 番隊員の 2 名でチームが構成され、火災発生時の

｢通報｣｢初期消火｣｢避難誘導｣｢応急手当｣｢消火活動｣等

の一連の必要な行動を迅速かつ適切な対応を競い合い

ます。 

自衛消防訓練審査会で優秀賞を受賞！ 

 

自衛消防訓練審査会とは 

受診の際は、必ずマスクを着用してください 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

〒134-0086 

東京都江戸川区臨海町 1-4-2 
 

電話：03-5605-8811(代表) 

FAX：03-5605-8113 

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・・・ 
「腰の痛み ～整形外科～ 」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 
 

日本私立学校振興・共済事業団 

東京臨海病院 

Page4 

今年の梅雨明けは早かったので長く暑い夏がくるのかと覚悟していた方も多かっ

たのではないでしょうか。しかし、あっという間に夏は過ぎてしまいましたね。海

にも山にも行かず、夏らしいことといえば一日中クーラーのきいた部屋で暑そうに

歩いている人を見ながらアイスを食べたこと・・・。みなさまはどのように夏を過

ごされましたか？もうすぐやってくる冬、「こたつにミカン」で満喫したいもの

です。 

循環器内科 消化器内科 

呼吸器内科 リウマチ膠原病内科

糖尿病内分泌内科 神経内科

メンタルクリニック 小児科

外科 整形外科 形成外科

脳神経外科 心臓血管外科

皮膚科 泌尿器科 産婦人科

眼科 耳鼻咽喉科 放射線科

ペインクリニック 救急科 

受付時間 

休診日 

第１･３･５土曜日、日曜日、祝日、

年末年始（12/29～1/3） 

診療科 

 

傷病手当金は、労務不能であり、給料(報酬)の支払いがなく、会社を休んだ日が

連続して 3 日間あったうえで、4 日目以降、休んだ日に対して支給されます。 

 

ある日、このような相談が寄せられました・・・ 

支給額は、一日につき標準報酬日額（※１）の 3 分の 2 に相当する額です。支給期

間は、支給を開始した日から数えて 1 年 6 ヶ月です。ここで言う 1 年 6 ヶ月

とは、支給の実日数ではなく、暦の上での 1 年 6 ヶ月という意味であり、 
支給を始めた日から 1 年 6 ヶ月たてば、その間の出勤欠勤の日数にかかわりな

く、その病気・けがについての傷病手当金は打ち切られます。（図２） 

このように病気やけがのために会社を休み、収入が得られなくな

ってしまった場合に、その間の休業補償として支給されるものと

して「傷病手当金」があります。健康保険の保険給付の一つです。

・・・ 社会保険の傷病手当金とは ・・・ 

食欲がなく体調に不安を抱えていたＡさんは、検査を受けたところ

胃がんとわかり、すぐ入院が必要と医師から告げられてしまいまし

た。Ａさんは働き盛りで一家の大黒柱。入院となると収入が途絶え

ることになる。まだ子どもが小さい A さんは、自身の体のこともさ

ることながら、今後の生活について心配になってきました・・・ 

 

 

※１ 標準報酬日額とは・・・

被保険者がうける様々

な報酬（給料など）の月

額を、区切りよい幅で区

分した｢標準報酬月額｣

の30分の１に相当する

もの。 

（図１）連続３日間（＝待期期間と呼びます）の考え方 

医療福祉相談室を訪れる患者さまの中には、あまりご存じない方も

いらっしゃるようです。受給要件や支給制限があるため、詳細は  

加入している健康保険の各保険者に問い合わせる必要があります。

休 休 出 休 休 休 休 休

× ○ 傷手支給 

休 休 出 休 休 出 休 休

× × ×

欠勤（待期） 欠勤 出勤 欠勤 欠勤 

1 年 6 ヶ月

傷手支給 傷手支給 傷手不支給 

（図１）

（図 2）1 年 6 ヶ月の考え方 

待期が完成し 

傷病手当金が支給される

待期が完成せず 

傷病手当金が支給されない 

面会時間 

初診･再診 8：00～11：00 

再診(予約のみ) 13：00～16：00 

土曜日(第 2･4) 8：00～10：30 

平   日 12：00～20：00 

土･日･祝日 10：00～20：00 


