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よく「足の裏にできたほくろは怖い」と言われます。それは、足の裏

にできたほくろと思っていたものが、実は悪性黒色腫だったということ

があるので怖いのです。 

皮膚科 
 

医員 志村 英恵 
 

白色人種に発生率が高く、日本

人では年間 10 万人に約 1.5〜2

人の患者発生があるとされてい

ます。欧米人と比べると 10 分の

１程度の発生率ですが、近年徐々

に増えてきています。小さい子供

には少なく、40 歳以上になると

発生率が高くなります。できる部

位は日本人の場合、足底（足の 

裏）が３割と一番多く、その他、

体や顔面、爪にもできます。 

 悪性黒色腫の症状はさまざま

ですが、通常ほくろの様な色素斑

として現れます。新しくできたほ

くろが、あるいは以前からあった

ほくろが、次の様な変化を起こし

たときは要注意です。 

①急に大きくなった。 

②色が黒く濃くなったり、あるい

は濃淡まだらになった。 

③形が不規則になったり、周辺部

がぎざぎざになったり、盛り上

がったりした。 

④出血したり、潰瘍
か い よ う

ができたり 

した。 

 悪性黒色腫
あくせいこくしょくしゅ

はメラノーマとも

呼ばれる皮膚の悪性腫瘍（がん）

の一つです。転移しやすく悪性度

が高いので恐れられています。皮

膚の色を作るメラニン細胞（色素

細胞）が悪性化（がん化）して起

こりますが、ほくろの細胞（母斑

細胞）から発生することもあると

いう説もあります。 

 

悪性黒色種は白色人種に多い

事から紫外線が原因の一つであ

ると考えられています。過度の紫

外線を浴びる事は悪性黒色腫に

限らず、皮膚がんの発生リスクを

高めますので、日焼け止めや衣類

で紫外線を防ぐ事が大切です。 
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早期発見のために 

 あなたの足の裏のほくろは大丈夫です

か？ いつの間にか新しくできたほくろはあ

りませんか？ 早期発見のためには定期的に

皮膚を観察することが大切です。間違っても

自分で取ろうとしたり、針でつついたりして

はいけません。もし気になるほくろをみつけ

たら、心配して悩んでいないで、お近くの皮

膚科専門医に相談しましょう。 

悪性黒色腫が疑われた場合、切除して病理

検査を行います。早期に発見して手術すれ

ば、治癒して予後は良好になります。 

病気の進行程度によって、手術の他に化学

療法や放射線療法、免疫療法などが行われて

います。 

悪性黒色腫の治療 

 

 

▲悪性黒色腫（メラノーマ） 

当院では、以下のような「患者さんの権利・お願い」を制定しています。 

患者さんの権利 
 

受診者は、「患者中心の病院」の理念のもとに、人間としての尊厳を保ちながら医療を

受ける権利を持っています。 

当院は以下の権利を守り、患者の意思と希望を最大限尊重した医療を行います。 
 

Ⅰ．だれでも、どのような病気にかかった場合でも、一人の人間として、その人格、価値

観などを尊重され、医療提供者との相互の協力関係のもと公平に良質な医療を受ける

権利があります。 

Ⅱ．病気、検査、治療、見通しなどについて、理解しやすい言葉や方法で、納得できるま

で十分な説明と情報を受けたうえで、治療方法などを自らの意思で選択する権利があ

ります。 

Ⅲ．診療の過程で得られた個人情報の秘密が守られ、病院内での私的な生活を可能な限り

他人にさらされず、乱されない権利があります。 

Ⅳ．研究途上にある医療に関し、目的や危険性などについて十分な情報提供を受けたうえ

で、その医療を受けるかどうかを決める権利と、何ら不利益を受けることなくいつで

もその医療を拒否する権利があります。 
 

患者さんへのお願い 
 

医療は、患者と私たち医療提供者とがお互いの信頼関係に基づき、協働して作り上げて

いくものであり、患者に主体的に参加していただく必要があると考えます。私たちが良質

で安全な医療の提供を実践するために次のことをお願いいたします。 

 

Ⅰ．良質な医療を実現するため、医師をはじめ医療提供者に対し、患者自身の健康に関す

る情報を可能な限り正確に提供するようお願いいたします。 

Ⅱ．医療に関して、説明を受けてもよく理解できなかった場合は、十分理解できるようご

質問ください。 

Ⅲ．すべての患者が適切な医療を受けられるようにするため、他の患者の治療や病院職員

による医療提供に支障を与えないようお願いいたします。 

Ⅳ．大声･暴力行為などの迷惑行為があった場合は、診療をお断りしたり、警察に通報さ

せていただく事もあります。 

Ⅴ．受けた医療に対する医療費は、必ずお支払いください。 

Ⅵ．研修指定病院であり、研修医の教育や医学生･看護学生･救急救命士等の実習を行って

います。 
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原則として予約診療は 

いたしません 

■受付時間■ 
午前 8 時～ 

午前 10 時 30 分
 

■時間■1４時～15 時 ■場所■病院 2 階第 1、2 階会議室 

毎月第２金曜日に開催 

2 月１２･２６日

３月１２･２６日

４月 ９･２３日

開催日 担 当 場 所 

3 月 11 日 医師・看護師 当院 2 階 第１,2 会議室 

  
 
 

事前申込み・参加費は不要です。直接会場にお越しください。詳しくは内科外来受付・栄養科まで！ 

日頃から連携いただいている地域の登録医をはじ

め、医療機関の先生方に感謝の意をこめ、また今後の

医療連携を円滑に行えるよう、平成 22 年 12 月９日

(木)に地域医療連携情報交換会を開催いたしました。 

江戸川区医師会 菅谷先生、江東区医師会会長 井上

先生、浦安市医師会副会長 小林先生他、18 医療機関、

19 名の先生方にご出席いただきました。 

今回の情報交換会は、東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉

科学教室准教授 小島博己先生による特別講演から始

まり、その後、懇親会を行いました。 

日頃のご支援ご協力に感謝し、和やかで有意義なひ

とときを過ごすことができました。ご参加くださった

先生方、ありがとうございました。 

 

 
 

昨年 12 月 13 日(月)に病院

1 階で入院患者さんを対象と

した｢ゴスペルクリスマスコン

サート｣を開催しました。 

日本のゴスペルブームのき

っかけとなった「ヘヴンリー･

クワイヤー」というグループの

素晴らしい歌声に酔いしれ、会

場は癒しの空間となりました。 



 
 
 〒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  

 
◆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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この頃、チャイを飲むと癒された気分になります。あのシナモンの独特の

香りは、たしか子どもの頃は苦手だったはずなのに・・・。今は癒されてし

まうのはどうしてかな、と思いながら、また一口。それと、少し前に流行っ

たシナモンロールが、今マイブーム。焼きリンゴが入っているのが特にお気

に入り。チャイを片手に、シナモンロールを食べている時が、今の私にとっ

て、ホッと一息つける至福のひと時です。 

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。  

 

介護保険制度の居宅サービスの一つに「福祉用具のレンタル費用や

購入費の助成」があります。対象品目はレンタルが中心ですが、再利用

に心理的抵抗感が伴うものや、使用により形態や品質が変化するものは

「特定福祉用具」として購入対象になっています。 

このサービスを利用するためには、要介護認定を受けてい

ることや、事前に制度利用のための手続きを行っていること

（担当ケアマネージャーに相談したり、ケアプランを作成し

たりすること）が条件となります。 

 

介護保険制度以外では、障害者福祉制度の日常生活用具の給付

サービスや、自治体独自の福祉用具の貸与・給付サービス（無料

もしくは低額）などがありますので、諸条件を含めてお住まいの

自治体におたずねください。 

レンタル対象福祉用具・・・利用者は一般レンタル料金の 1 割を自己負担する 

・・・ 介護保険を利用した 

     福祉用具のレンタルや購入 ・・・

①車いす ⑦手すり 

②車いす付属品→クッションなど ⑧スロープ 

③特殊寝台 ⑨歩行器 

④特殊寝台付属品 

→マットレス・サイドレールなど 

⑩歩行補助杖→松葉杖・多点杖など 

⑪認知症老人徘徊感知機器 

⑤床ずれ防止用具 ⑫移動用リフト 

⑥体位変換器 →入浴用リフト・段差解消機・階段移動用
リフトなど 

 

要支援１・２の方と要介護１の方は、利用できる品目が限られており、

上記のうち①～⑥、⑪、⑫は原則として利用が認められていません。

特定福祉用具・・・利用者は販売費の 1 割を自己負担する（年間 10 万円限度） 

①腰掛便座 ④簡易浴槽 

②特殊尿器 ⑤移動用リフトのつり具部分 
③入浴補助用具 
→入浴用いす・浴槽用手すり・浴槽内いすなど 
 

注意!! 


