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真夏の流行は季節性インフルエンザで

はみられない現象で、新型ならではの感染

力の強さを物語っています。冬の流行を経

験した南半球のニュージーランドでの研

究では、新型インフルエンザの感染性（1

人の感染者から平均何人に感染するか）は

1 96

1.96 とのことです。季節性インフルエン

ザ(1.1～1.4)に比べかなり高い値です。 

人口密度の高い日本が、冬に入り、実際

の蔓延はそれを上回るだろうと危ぶまれ

ています。 

 今年は真夏からインフルエンザが流行しました。集団発生が相次

ぎ、ついに「新型インフルエンザ初の死者」が報告されました。 

その後の発生件数は日を追って増加し、11 月末には全国の累積患者

数は推計 1 千万人を超えました。 

感染者の年齢層は、5～19 歳に集中し、若年層が全体の 70％を

占めているのが特徴です。インフルエンザの流行は学校から地域社会

に拡大するのが通常のパターンですが、今回の新型は他の年齢層への

波及が遅いようです。 

はあと第 38 号にて特集しました新型インフルエンザについて、この冬さらに流

行が懸念されますので、今回再びのご紹介です。「新型インフルエンザをもらわな

い、うつさない」ために、予防対策をしっかりと行いましょう。 

 新型インフルエンザの毒性は強いもの

ではなく、大半の患者は軽く済んで予後は

良好です。しかし弱毒性とはいえ、肺の中

での増殖性は季節性インフルエンザより

弱毒性でも油断禁物 

強いといわれ、国内でも持病のない若者でも

ウイルス性肺炎等で亡くなる例もみられて

います。免疫が低下しやすい人や妊婦などは

さらに警戒が必要です。 

ワクチンについて 

 インフルエンザのワクチンは、鶏の有精

卵にウイルスを接種し、培養されたものを

不活性化処理して作られます。季節性イン

フルエンザ用ワクチンも必要であるため、

有精卵の数に限りがある中で、新型用のワ

クチンは当初 2,500 万人分と推計されま

した。ところが新型ウイルスの増殖能力が

予想より低く、生産が間に合わないことか

ら年内確保の見通しは 1,400 万から

1,700 万人分と下方修正されました。 

 

政府は不足分を海外からの輸入により補う

ことを決定し、来年(2010 年)には使用可能

となる見込みです。国内産と異なる製造方法

や免疫補助剤が使われていることから、副作

用を心配する声もありますが、これまでの海

外の使用実績からはまず問題なさそうです。

 ワクチンの一部は10月から供給開始とな

りましたが、需要に対して供給が追いつか

ず、優先接種の対象の絞り込みが行われてい

ます。現在の国の方針では、医療従事者、 

副院長 松本 孝夫 
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う報告や、感染者が現時点では若年者に

多いということから、高齢者は順番が後

になるようです。現在高齢者の感染率は

1％未満ですが、高齢者は感染すると重

症化しやすいという懸念もあり、悩まし

いところです。 

感染拡大を防ぐ為には、一人ひとりの注

意が最重要です。 

 まずは感染防止のために、流行時には不

要不急の外出を避け、手洗いとうがいの励

行、外出時はマスクの着用を心がけましょ

う。咳やくしゃみをするときは最低限のマ

ナーとして口を手で塞ぐようにします。 

(咳エチケット) 

 さらに大切なことは、感染したときに

二次感染を極力防ぐことです。出勤、登

校はせず、自宅療養を守り、医療機関か

ら処方された抗ウイルス薬をきちんと服

用しましょう。また、日頃から慢性疾患

がある人は、通院している医療機関で担

当医の指示を受けることが大切です。 

まずは一人ひとりの注意が大切 

心エコー検査を行なう目的には大

きく分けて二つあります。一つは心臓

の形の異常を発見する形態的検査、も

う一つは心臓の働きをみる機能的検

査（診断）です。他の臓器の超音波検

査と大きく異なるのは常に拍動（動い

ている）している臓器を診るというと

ころです。この拍動している状態をそ

のまま観察できるとても有用な検査

です。さらに心臓の中の血液の流れの

状態を映し出すことができ、心臓の大

きさ・動き・心臓の筋肉や弁の状態・

血液の流れなどを観察できます。ま

た、心臓の壁に穴が開いているかどう

か（先天性心疾患）、正常に働いてい

るかどうかを判定し心臓病の診断だ

けではなく、治療方法・治療効果の判

定や手術時期の決定などにも役立ち

幅広い目的に対応できます。心エコー

検査で見つかる代表的な疾患として、

心肥大（高血圧、肥大型心筋症）・拡

張型心筋症・心拡大・心筋梗塞（胸痛

むくみなどに心当たりのある方は、心

臓超音波検査の受診をお勧めいたし

ます（先ず外来受診し医師に相談）。

必ず、診断や治療に役立ちます。 

これからも我々ソノグラファーは、

日々発展する超音波検査装置の進歩

に負けぬよう向上する姿勢を忘れず

頑張っていきます。 

当院では２階１０番受付、生理検査

室内で検査を行っております。検査は

日本超音波医学会認定の認定超音波

検査士（循環器ソノグラファー）を取

得した、臨床検査技師が担当いたしま

す。検査時間は、個人差はありますが

２０～３０分程度かかります。胸の痛

みなど不安を感じる方や息切れ・足の

超音波検査士認定証 

心エコーで何(病気)がわかるの？ 

心エコーは誰が担当するの？ 

の原因検索）・弁膜症（血液の逆流、

弁の狭窄）・先天性の心臓病などがあ

げられます。 

左室 

僧帽弁 

右室 

左房 

大動脈弁

心臓内の血液の流れ 

（カラードプラ） 

糖尿病やぜんそくなどの持病のある人や

妊婦、1 歳からの就学前の小児、1 歳未満

の乳児の両親などを最優先の接種対象者

としています。高齢者(特に 90 歳以上)の

一部から新型インフルエンザに対し、免疫

がある可能性を示す抗体反応が出たとい
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麻酔科 

■資格■ 

麻酔科標榜医 

■専門■ 

臨床麻酔 
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着任した医師を紹介します。 
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循環器内科 

■資格■ 

日本循環器学会専門医 

日本内科学会認定医・総合内科専門医 

日本不整脈学会認定植込み型除細動器/ 

ペーシングによる心不全治療研修修了 

厚労省認定臨床研修指導医 

■専門■ 

不整脈、カテーテルアブレーション、 

ペースメーカー、植込み型除細動器治療等 

１０月より循環器内科常勤医と

して着任いたしました。 

東京医科歯科大学、ジョージタ

ウン大学（ワシントン DC)、埼

玉医科大学での経験を生かし

て、最先端の不整脈治療を提供

していきます。 

不整脈治療を通じて、皆さまの

健康増進に貢献できるよう、頑

張ってまいります。 動悸、原因

不明の失神、心電図異常等、気

軽にご相談ください。 

 

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。  

12 月１２･２６日 
1 月 ９･２３日 
2 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 

 

 

平成 21 年 12 月 2９日(火)～平成 22 年 1 月３日(日)は、年末年始につき 

休診とさせていただきます。ただし、12 月 30 日(水)は診療を行います。 

初診・再診の患者さまに関わらず、当日受付順に診察を行います。 

年 末 年 始 
  診 療 の ご 案 内  

○通常どおり △土曜診療体制 ×休診 

 28(月) 29(火) 30(水) 31(木) 1/１(金) ２(土) ３(日) ４(月)

病院 ○ × △ × × × × ○ 

 28(月) 29(火) 30(水) 31(木) 1/１(金) ２(土) ３(日) ４(月) 

ﾚｽﾄﾗﾝ 
8:00～

15:00 
休業 

8:00～

17:00 
休業 休業 休業 休業 通常営業 

売店 通常営業  （7：30～19：30） 

 

【受付時間】午前 8 時～午前 10 時 30 分 

詳細は各診療科の受付にお問い合わせください。 

12月30日(水)の診療体制は 

11 月末で退職した医師 

小児科 植村 泰子 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

〒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  

 
◆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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ここ最近、急に寒くなってきたので、厚手のカーテンを購入し、家中の窓

につけてみました。カーテン 1 枚でだいぶ部屋の寒さは和らいで良かった

のですが、陽の光も入ってこなくなってしまい、朝になっても真っ暗。カ

ーテン購入後から、毎朝、寝坊してしまう日が続いている今日この頃です。

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 

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 

薬は病気を治すことや症状を和らげるために欠かせないものです。 

しかし、その量（用量）や使い方（服用方法）を正しく守らなければ、期待

される効果が得られないだけではなく、副作用が現れることにもなりかねま

せん。これまでに数回、「はあと」において薬に関する理解を深めていただ

くためのお話しを掲載してきましたが、今回は薬を服用する上で大切なこと

について再度触れておきたいと思います。 

まず用量に関してですが、医師が

処方する薬の用量は単に症状の程

度だけではなく、年齢・体の大き

さ・肝臓や腎臓の機能の程度などを

考慮して決められています。 

医師に指示された用量を守らず、

自分勝手に用量を増やしてしまう

ことは体に対して負担が増し、副作

用につながります。 

服用方法に関しては、誤ったタイ

ミングで薬を服用すると効果が充

分に得られなくなることがありま

す。内服薬では食後に服用するもの

が多いのですが、薬によっては空腹

時・食前・食直前などに服用しなく

てはならないものもあり注意が必

要です。 

さらに、「薬と薬」または「薬と

食品（健康食品やｻﾌﾟﾘﾒﾝﾄも含め

て）」の飲み合わせに対しても気を

つけなければなりません。 

組み合わせによっては、体内で影

響を及ぼし合って効果を打ち消し

たり、逆に効果を強めたりしてしま

い、副作用が現れることもありま

す。 

以上のことから、自分の服用して

いる薬の用量・服用方法・効果をき

ちんと理解し、正しいタイミングで

服用することがとても大切となり

ます。 

また、薬は服用することだけでは

なく保管についても充分に注意す

る必要があります。 

子どもが誤って手にしてしまう

場所に置かないことはもちろんで

すが、光・高温・湿気により変色や

変質が起きることがありますので、

そのような場所に薬を長時間放置

することは避けてください。 

特に薬袋に保管上の指示が記載さ

れている場合は必ず守りましょう。

 

自分が服用する薬に

ついて理解を深め、薬の

効果を最大限に発揮さ

せるために、薬剤師から

薬を受け取った際には、

「薬袋の指示」や「おくすり説明書」

には必ず目を通してください。 

 

なお、薬に関して疑問などがあり

ましたらお気軽にご相談ください。


