
脳腫瘍は珍しい病気？ 

脳腫瘍になるのは大人ばかり？ 

脳腫瘍はみな同じ病気？ 
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「脳腫瘍」という病名をある日突然告知されて、「ああ、そうですか」と、受け入

れられる方は、まずいらっしゃらないでしょう。どなたも「恐ろしい病気」「不治の

病気」といった印象を抱かれると思います。 

今回は、脳腫瘍の「さわり」の部分だけでもご理解いただければと思います。 

脳神経外科 
 

部長 神田 大 
 

糖尿病、高血圧といった病気と

は違い、よくある病気ではありま

せん。とはいえ統計的には、１０

万人あたり１０人前後と推測さ

れていますので、まれな病気とは

言えません。「まさか自分に限っ

て」と思わず、積極的に検査を受

けましょう。 

健診で、いつもチェックされる

ものではありませんし、他の成人

病のように予防策はありません。

しかし、脳ドッグなどを利用して

定期的に検査をしていれば、早期

発見は可能です。頭痛は、しばし

ばみられる症状です。特に、次の

ような頭痛の場合は、脳の検査を

受けておくことをお勧めします。 

 決して大人だけに起きる病気

ではありません。子供に頻度の多

い脳腫瘍もあります。 

幼少時は、頭の骨がしっかり出

来上がっていないため、症状がは

っきりしないことがあります。脳

ドッグをお勧めするわけにもい

きませんが、まず「普段と様子が

違う」と疑うことが重要です。

例えば、次のような場合、検査を

お勧めします。 

 

 脳のなか、あるいは頭蓋骨のな

かの、どこにできても「脳腫瘍」

という言い方をしますが、できる

組織によって、さまざまなタイプ 

 

起床時に最も強い。頭痛で目が

覚める。日中は少しよくなる。 
 

吐き気が続く。吐いてしまう。 
 

目が見えにくくなる。 

朝、体調不良を訴え、学校へ行

こうとしない。 
 

原因不明の吐き気、嘔吐を生じ

る。 
 

うまく歩けない、ふらふらして

いる（これは、子供の腫瘍が小脳、

脳幹といった、体のバランスに関

する中枢に近いところに発生する

ことに関係します）。 
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最後に 

があり、治療方針はそれぞれに、大きく異な

ることがあります。 

 脳を構成している細胞がもとになってい

る腫瘍を「原発性脳腫瘍」というのに対し、

脳以外の部位にできた悪性腫瘍（がん）が、

頭の中に転移したものを「転移性脳腫瘍」と

いいます。原発性脳腫瘍は、良性のものが多

く、５年以上、元気で過ごされている方は９

割以上といわれています。 

色々とストレスを抱えて日々を生活せざ

るをえない昨今、気持ちの問題で頭痛、吐き

気をおこしてもまったくおかしくありませ

ん。実際、頭痛で脳外科を外来受診されて、

本当に脳腫瘍が見つかることはまれで、肩こ

りや、精神的な原因が頭痛に関与することが

多いようです。 

一方で、思い当たる節がなく、頭が痛くて

つらいのに、「もし、異常が何か見つかった

らこわい」と、躊躇される方もいらっしゃる

のではないかと思います。なかには本当に異

常がみつかることもありますが、早期発見

で、適切な治療ができれば、より良い生活が

期待できますので、ぜひ早期の受診をお考え

ください。

毎月 1 回、講義形式の糖尿病教室を開催しています。 

病気や治療に関する勉強会ですので、糖尿病に興味がある方はぜひご参加ください。

日 時 テーマ 担 当 

11/10(木) フットケアについて 医師・看護師

12/13(火) シックディと低血糖 医師・看護師

  
 
 

時 間 14:00～15:00

場 所 東京臨海病院 大会議室（2 階）

参加費 無料 申し込み 不要
※ 内容は変更になる可能性がありますのでご了承ください。

診療日 毎週 水曜日 午後 
診療時間 14:00～16:30 
担当医 及川 治 
問い合わせ 東京臨海病院 内科受付 

TEL : 03-5605-8811 

○健診等で「蛋白尿」と言われた方 

○「腎臓病の疑い」と言われた方等 

 

腎臓内科にご相談ください。 

平成 23 年 9 月 28 日（水）より 

ご自宅や職場近くの保険薬局でおくすりを受け取ることができる 

『院外処方せん FAX コーナー』を設置しています。 

病院１階の正面玄関横に設置してあります。利用料金は無料です。 

FAX コーナーから事前に院外処方せんを送信することで、保険薬局での 

おくすりの受け取りがスムーズになり大変便利です。ぜひご利用ください。 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ｍ 
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日 本 私 立 学 校 振 興 ・ 共 済 事 業 団  

東京臨海病院 

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
 

今回の講演会のテーマは「糖尿病」についてです。 

当院の糖尿病専門医、糖尿病認定看護師、管理栄養士が、講演を行います。 

みなさまのご来場を心よりお待ちしております。 

平成 23 年 7 月 30 日（土）、江戸川区に

ある江戸川区総合文化センター研修室におい

て、第１回東京臨海病院区民公開講演会を開

催いたしました。 

演題は、小林滋副院長による「がんとは何

か～がんについての初歩的な手ほどき～」と

がん看護専門看護師の早川満利子による「が

んになっても自分らしく生きる～情報を知

り、情報を使おう～」でした。 

第１回 東京臨海病院 区民公開講演会を開催しました 

当日は真夏の暑い日にもかかわらず、江戸

川区民の方を中心に 82 名の方が参加されま

した。参加者の方々は演者の話に熱心に耳を

傾けて、中には一生懸命にメモを取っている

方もいらっしゃいました。質疑応答では、活

発な意見交換が行われ、充実した講演会とな

りました。 

【演題】

～基礎から最新治療まで～ 

東京臨海病院 糖尿病専門医 二見 章子 

～患者さんの役割・医療者の役割～ 

東京臨海病院 糖尿病認定看護師 竹山 聡美 

～バランス食を身につけよう～ 

東京臨海病院 管理栄養士 生魚 薫 

江戸川区民の方を対象とした公開講演会を開催いたします。 

１１月 ５日（土） 

平成 23 年 

1３:５0～16:２0  
（13:30 受付開始） 

 

江戸川区総合文化センター  
３階研修室 

東京都江戸川区中央 4-14-1 

参加費は無料 

申し込み不要 
会場に直接お越しください。 

 

10月 ８･２２日

1１月１２･２６日

12月１０･２４日



 
 
 〒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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私の家には歴史上の人物や各界の著名人の名言が記されてる日めくりカレンダーがあります。

9 月の日めくりカレンダーの中に、江戸期・中期の俳人である松尾芭蕉の俳句「ものいえば 唇

寒し秋の風」とありました。「自慢したり、人を非難した後は何となく虚しい気持ちになる。つま

らないことを言ったばかりに災いを招いてしまった、こんな経験は誰しもあるだろう。」この俳句

にはこのような思いが込められていると解説が書かれていました。自分の胸に手を当てて考えて

みると・・確かにこんなことあったかもしれない。少し自分の心を戒めつつ・・・「秋の風」を恋

しく思っている今日このごろです。 

病床数：400 床 

医師数（平成 23 年８月 1 日現在）：78 名 
外来延患者数：20,098 名 

入院延患者数：9,414 名 

手術件数：272 件 
 

平成 23 年８月の当院の実績は 

以下のとおりです。 

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。 

次号のドクターメールは･･･「災害時におけるメンタルヘルス～精神科～」を予定しております。 

時 平 日 第2･4土曜日 

7 54 54 
8 24 54 24 54 
9 24 24 
10 01 29 01 29 
11 00 37 00 37 
12 27 27 
13 15 15 
14 00 30 00 
15 00 30  
16 03 30  
17 00 40  
18 15  

時 平 日 第2･4土曜日 

7 35 35 
8 05 35 05 35 
9 05  35 05 35 
10 12 40 12 40 
11 11 48 11 48 
12 38 38 
13 26 26 
14 11 41  
15 11 41  
16 14 41  
17 11 51  
18   

 

きのこは海藻やこんにゃくに匹敵するほどの低カロリー食

材です。便秘解消に有効な食物繊維が豊富に含まれています。

食物繊維は腸の中でスポンジのように水分を抱えこんでふく

らみ少量で満腹感を得ることができます。椎茸約 3 個でサラ

ダボール(生野菜)1 杯分の食物繊維がとれると言われていま 

す。食物繊維が不足している方、栄養過多である肥満や生活習慣病の方は積極

的に食べたい食材のひとつです。また、しいたけには血中のコレステロールを

下げる働きもあります。 

きのこは低カロリー食材であっても栄養素は他の食材に負けません。含ま

れる栄養成分は種類によって違いますが、ビタミンＢや D、カリウム、リン

が含まれています。ビタミンは人間に必要不可欠な栄養素です。リンは骨や

歯の材料に、カリウムはナトリウムを体外に排出する働きがあります。 

きのこの旨味成分であるグアニル酸は、グルタミン酸の多い食材と一緒に

調理することで旨味が増します。グルタミン酸を多く含む食品には昆布があ

ります。これが椎茸と昆布を組み合わせてだしをとると非常に美味しくなる

理由です。その他トマトやキャベツ等にもグルタミン酸が含まれています。

 

【きのこの栄養】 

材 料 （２人分）

作り方

エネルギー量････267kcal 
たんぱく質･････ 4.4ｇ 

脂      質･･････0.7ｇ 

炭水化物････････59.9ｇ 
(1 人分) 

●米･･････････米 1 合 

●えのきたけ･･１/２袋 

●しいたけ････４枚 

●しめじ･･････１/２袋 

●酒･･････････小さじ 1/２ 

●砂糖････････小さじ 1/２ 

●しょうゆ････小さじ 1 

●昆布だし汁（炊飯用） 

① 炊飯釜に洗った米と定量の水分(昆布

だし汁)を入れる。 

② 適当な大きさに切った具材、調味料を

入れ炊飯する。 

 

秋の味覚 きのこごはん 

きのこを使用した簡単レシピ

食欲の秋！実りの季節を代表する食材「きのこ」について紹介します。 

参考文献：日本食品成分表 5 訂増補 

栄養量

 


