
インフルエンザの予防法は？ 

かかってしまった時には？ 

かからないようにするには？ 
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インフルエンザとは、インフル

エンザウイルスによる感染症で、

突然の 38～39℃を超える発熱

と頭痛、関節痛、筋肉痛、鼻汁、

のどの痛み、咳などの症状に加え

全身のだるさが強いことが特徴

です。大多数の人では特に治療を

行なわなくても約 1 週間で自然

治癒しますが、乳幼児・高齢者・

基礎疾患をもつ人では、気管支炎

肺炎などを併発したり基礎疾患

の悪化を招くこともあります。 

予防の基本は流行前にワクチ

ン接種を受けることで、インフル

エンザにかかってしまった場合

に重症化するのを防ぐのに有効

とされています。インフルエンザ

ワクチンは不活化ワクチンで効

果が短いことと、年によって流行

する株が違うため、毎年ワクチン

を受けて免疫を高めておく必要

があります。 

インフルエンザに対する特異

的な治療としては、抗インフルエ

ンザウイルス治療薬があります

が、まずは安静を保ち、水分と栄

養をしっかりとることです。一般

的にインフルエンザウイルスに

感染し、発症後 3～7 日間ウイル

スを排出すると言われています。

この期間は感染力があるといえ

ます。学校保健法では、「解熱し

た後 2 日を経過するまで」をイ

ンフルエンザによる出席停止期

間としていますが、咳などの症状

が続いている場合には、外出を控

え、咳やくしゃみをする際にはハ

ンカチやティッシュで口元を覆

う、あるいはマスクをするなど、

周囲への配慮（咳エチケット/ エ

チケットマスク）が望まれます。 

 

インフルエンザは咳、くしゃ

み、つばなどと共に放出されたウ

イルスによって感染します。流行

時には人混みや繁華街への外出

を控え、帰宅時のうがい、手洗い

を励行しましょう。また、空気が

乾燥するとインフルエンザに罹

患しやすくなりますので、外出時

にはマスクを利用したり、室内で

は加湿器などを使ったりして適

度な湿度（50～60%）を保ちま

しょう。常日ごろからバランスの

よい栄養と十分な睡眠をとり、体

力をつけておくことも大切です。 

 

 

、

、

毎年１２月から３月は、インフルエンザが流行するシーズンです。 

インフルエンザにかからないために予防対策をしっかりと行いましょう。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page2 

東京臨海病院は、本年 7 月に受審した『病院

機能評価』審査の結果、最新版 Ver.6.0 におけ

る認定基準を達成していることが認められ、平成

23 年 10 月 7 日付で認定を更新し、認定証を

受領いたしました。 

今日、患者さんの医療に対する関心が高く、

“全国病院ランキング”といった病院の序列を

決める企画が、新聞社や医療ジャーナリストに

よって行われています。このランキングは、

疾患別症例件数や手術・治療件数をベースにし

て、患者さんの評価を加味して決定されている

ものがほとんどであり、数多くの症例を扱って

最先端医療を行っている施設のランキングと

いったものでしょうか。一方、病院機能評価と

は、病院が組織的に医療を提供するための基本

的な活動が適切に実施されているかどうかを

評価する仕組みです。すなわち医療の受け手で

ある患者さんのニーズを踏まえつつ、組織とし

て“質の高い安全な医療”を提供するために、

地道な活動を行っているか否かを、第三者であ

る評価機構の調査者に中立・公平な立場で評価

していただくというものなのです。10 月 7 日

現在、全国 8,650 病院中 2,476 病院（28.6

％）が病院機能評価の認定を受けています。 

私たち職員は、昨年 7 月に病院機能評価準

備委員会を立ち上げ、認定更新に向けての日常

業務の見直しや改善を図ってまいりました。特

に、重点項目である“医療の質と安全”に関し

ては、早急に解決すべき問題点を抽出して担当

部署で検討を行い、最終的に病院としての方向

性を定めていくという作業が続けられました。

準備委員や関連職員は、通常業務が終わってか

らの時間外や休日の時間を割いて、少しでもこ

の病院を良くするために頑張ってまいりまし

た。その結果、3 日間に渡る厳しい書類審査と

訪問審査に合格することができましたが、これ

は私たちの行っている医療が客観的に認めら

れたということを意味しています。 

私たちにとって今後の課題は、東京臨海病院

をさらに素晴らしい病院にするための改善目

標を設定し、全職員に周知徹底していくことと

考えています。患者さんが病院に対して抱いて

いるご不満は重々承知いたしております。それ

らを全て短期間で解決することは難しいと思

いますが、「東京臨海病院、最近ちょっと変わ

ってきたね」と感じていただけるように、職員

一同努力していく所存ですので、どうか温かく

見守ってくださいますようお願い申し上げ

ます。 

 

東京臨海病院では、患者誤認防止のため 

「お名前」を言っていただいております。 

診療や検査を安全に行うために、ご協力 

をお願いいたします。 

医療安全の 

第一歩は 

ご本人確認 
です 

病院機能評価準備委員長・診療総部長 河合 尚基 
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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
 

平成 23 年１１月５日（土）、江戸川区総合文化 

センター研修室において、江戸川区民を対象とした

第２回東京臨海病院区民公開講演会を開催いたしま

した。今回の講演会は「糖尿病」をテーマに、糖尿

病専門医、糖尿病看護認定看護師、管理栄養士が講

演を行いました。参加者の皆さんは熱心に聴講され

ていました。 

次回の区民講演会は、平成 24 年 4 月 21 日（土）

に開催予定です。詳細はあらためてお知らせします。 

第２回 東京臨海病院 区民公開講演会を開催しました 

12月１０･２４日 
1 月１４･２８日 
２月   ２５日 

【演題】 

●糖尿病 ～基礎から最新治療まで～ 
  演者：二見 章子（糖尿病専門医） 

●チームでの糖尿病との付き合い方  
～患者さんの役割・医療者の役割～ 

  演者：竹山 聡美（糖尿病看護認定看護師） 

●糖尿病の食事 ～バランス食を身につけよう～ 
  演者：生魚 薫（管理栄養士） 

この度、10 月より着任いたしました。 

ようやくシステムにも慣れ、丁寧かつ待ち

時間の少ない外来を目指して診療にあたら

せていただきたいと思っております。いつ

でもお気軽にご相談ください。 

 
医員 縄田

な わ た

 麻
ま

友
ゆ

 
 

 

 
 
 

 

形成外科 

■専門■ 

形成外科一般 

 

平成 2３年 12 月 2９日(木)～平成 2４年 1 月３日(火)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(金)は診療を行います。初診・再診に関わらず、当日受付順に診察を行います。 

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

病院 ○ × △ × × × × ○ 

○通常どおり △土曜診療体制 ×休診 【受付時間】 

8:00～10:30 

当日受付順 

12／30(金)の

診療体制 

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

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） 

療診 の ご 案 内末年 年 始

※詳細は、各診療科の 

受付にお問い合わせ 

ください。 

レストラン通常営業時間･･･8:00～19:00（ラストオーダー18:30） 

結婚や出産、育児等で医療の現場から離れて

いる看護師・助産師の方、その資格を活かし

ませんか？ブランクがあって、再就業に不安

をお持ちの方、ぜひご参加ください。 
 

研修日時：平成 24 年 1／30（月）～2／7（火） 

研修時間：9:30～16:00（土、日休） 

応募締切：平成 24 年 1／23（月） 費用：無料 

 研修内容 

Ⅰ型（１日） 最新の医療・看護の動向等の講義 

Ⅱ型（５日） 模型や実際の医療機器を使用しての演習 

Ⅲ型（７日） 病棟実習を含む （助産師コースも有） 

応募方法：病院の連絡先に直接お問い合わせください。 

研修のご案内と応募用紙をお送りします。 

連 絡 先：東京臨海病院 看護部 柳谷・髙原 

０３－５６０５－８８１１（代表） 

※詳細は HP をご確認いただくか、直接電話でお問い合わせください。 

～現場復帰をお考えの看護職の方へ～ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

〒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/ 
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街中がクリスマスのイルミネーションで彩られています。テレビで都内某所のツリー点灯式の様

子がニュースで流されるのを見ては、今年はどこのツリーを見に行こうかと 1 人クリスマス気分

に酔いしれています。今年のイルミネーションは、節電に配慮しているところも多いようで、点

灯時間を短くしたり、太陽光や廃油を利用したり様々な工夫がされているそうです。冬の電力不

足が懸念されていますが、皆さんの努力により、今年もクリスマスのイルミネーションが見られ

ることを嬉しく思います。 

病床数：400 床 

医師数（平成 23 年１０月 1 日現在）：78 名 
外来延患者数：18,936 名 

入院延患者数： 9,068 名 

手術件数：207 件 
 

平成 23 年１０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   

 

現在、江戸川区では、障害を持つ方が地域の中でより豊かな生活を送れるように、

区役所や健康サポートセンター等の公共施設以外にも、新しい相談・支援機関がで

きてきています。今回は地域に根付いてきた３つの相談機関をご紹介します。 

 

・・・障害を持つ方が利用できる 

江戸川区の身近な相談機関・・・ 

利用できる方 江戸川区及び近隣で暮らしている障害（精神･知的･身体）を持つ方 

活動内容 

相談事業：日常生活で困っていることについて、面接・電話にて相談を実施 

生活支援：食事作り等のプログラム、各種制度の利用に関する情報提供など 

地域交流：友達作り、のんびり過ごすためのスペース開放、行事への参加 

などを通じた地域の方との交流 

高次脳機能障害者支援事業：専門相談会、グループ訓練等 

利用方法 利用者登録が必要。利用料：100 円（実費負担が必要なこともあります） 

所在地 江戸川区中葛西 2－8－3－2F  電話：03－5679－6445 

地域活動・相談支援センターかさい  （平成 18 年 10 月開設） 

利用できる方
江戸川区及び近隣で生活している精神障害を持つ方で、現在、継続して 

精神科に通院している方 

活動内容 

相  談：対人関係や金銭の悩み、仕事･住宅･食事･医療･福祉制度など、 

日常生活で困っていることについての面接や電話による相談 

生活支援：食事作り、買い物、各種制度の利用など必要に応じての情報 

提供や同行など 

地域交流：友達を作りたい、のんびりと過ごしたいという方へのスペース 

開放や、食事会などのプログラム（利用料:100 円） 

利用方法 利用者登録が必要。相談･生活支援は無料。（実費負担が必要なこともあります） 

所在地 江戸川区松島 3－46－10－101  電話：03－5879－0708 

地域生活支援センターえどがわ  （平成２１年１月開設） 

利用できる方 江戸川区及び近隣で暮らしている精神障害を持っている方とご家族 

活動内容 

相  談：専門職種による面接・電話による相談 

訪問・同行：自宅訪問や、公共機関や地域のグループ活動へ出かける場合の同行 

そ の 他：創作活動や学習会のプログラム･夕食会･家族相談会など 

利用方法 場合によって利用者登録が必要。利用料:100 円（実費負担が必要なこともあります）

所在地 江戸川区春江町 2－41－8  電話：03－5664－6070 

地域生活支援センターはるえ野  （平成２２年８月開設） 


