
急性ストレス反応とは 

症状の持続期間 

急性ストレス反応の症状 

ストレスの対処方法 
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昨年 3 月 11 日に東日本大震

災が起こりました。あれから

1 年が経とうとしています。 

このような大きな災害を体験

したり、悲惨な映像を見たりした

ときには、不安や絶望感を伴う大

きな精神的ストレスを受けるこ

とがあります。 

今回は、災害によるストレスを

原因とする精神症状と対処法に

ついて説明します。 

このような震災では地震や津

波そのものが不安や恐怖を喚起

し直接的なストレスになります。

また避難所での共同生活による

困難など、衣食住が満たされない

ことによっても生じます。つまり

普段の生活が失われてしまうと

いう「根こそぎ状況」によって、

強い精神的落胆、絶望を感じま

す。このような甚大なストレスを

体験すると、多くの方に程度の差

はあれ、急性ストレス反応が生じ

ることがあります。 

これらの症状は、おおむね 2、

3 日～1 カ月程度で消失するこ

とが多いのですが、今度の震災の

ように特に大きな被害による場

合には数ヶ月以上持続すること

も稀
ま れ

ではありません。 

症状としては、コーチゾル等の

ストレスホルモンが高濃度に分

泌されるため緊張がとけず、強い

不安、驚愕、筋肉痛、不眠などの

症状が出現したり、震災の悪夢を

みてうなされたりします。また、

地震に関する情報を無意識に避

けようとする回避症状も出るこ

とがあります。 

ストレスに直面したときに、私

たちが自分たちで問題を解決し

ていくための方法を対処行動と

いい、大きくは 3 つあります。

①認知的対処行動 

自分にとってストレスになる

ことについて自由にあれこれと

考え、それまでに思ってもいな 

かった側面に気付くことでスト 
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一昨年に続き、平成 23 年 12 月 1６日

（金）に当院エントランスホールで「ヘヴン

リー･クワイヤークリスマスコンサート」を

開催しました。入院患者さんを中心にたくさ

んの方が参加されました。 

ヘヴンリー･クワイヤーは日本のゴスペル

ブームのきっかけとなったグループです。

ヘヴンリー･クワイヤーのメンバーは、3 月

11 日の東日本大震災の惨状をテレビで見て

被災者の方に対し何かできるのかを問うた

そうです。そして、当院には、地震や液状化

の被害にあった東京城東地区や千葉県浦安

在住の患者さんが多いと聞き、どうしても歌

のプレゼントがしたいということで、今回の

クリスマスコンサートが実現しました。 

山本病院長、グループリーダのパウエル牧

レスを軽減する方法です。この具体的な方法

が認知・行動療法といわれるものです。 

②援助希求型対処行動 

具体的な困りごとについて他人に助言等

を求めることです。自分が困っていることを

他者に伝えることには抵抗があるのかもし

れませんが、他者からの支援がストレスを軽

減するのに必須の場合があります。 

③問題解決型対処行動 

目の前にある課題を一つずつ解決してい

くことで全体の心理的負担を軽減させるこ

とができます。例えば地震で家が倒壊した

り、家族が行方不明になってどうしていいか

わからない時でも、自分がその時にできるこ

とを一つずつやっていくことでストレスが

軽減されるようになります。 

 

また、対処行動として不適切なものは、お

酒や空想に逃避し続けることや、全ての責任

は自分にあるといった自己非難をすること

などがあげられます。 

このような対処行動をしてみても、なかな

かストレスが軽減できず、症状が悪化するこ

ともあります。その際には遠慮せずに心の専

門家に相談することをお勧めします。 

日 時 テーマ 担 当 

２/２1(火)
糖尿病の運動の話 

災害時の対応 
看護師 

３/ 6 (火)
糖尿病の合併症の話 

糖尿病の検査の話 
医師・看護師

３/22 (木) 糖尿病の食事の話 管理栄養士

  
 
 

 

当院の受診の有無に関わらず、糖尿病にご興味の

ある方はどなたでも参加していただけます 

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。

師の挨拶に始まり、「Amazing Grace」

や「Silent Night」、「Oh Happy Day」

などの曲を披露してくれました。 

力強く美しい歌声に皆酔いしれ、

会場はたくさんの笑顔に包まれました。

 

 

当日は、直接会場までお越しください 
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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
 

２月   ２５日 
３月１０･２４日 
４月１４･２８日 

この度 1 月より常勤医として着任しまし

た。眼科疾患全般について幅広く診療を

行っていきたいと思っております。レー

ザー治療、白内障手術につきましても対

応させていただきますのでどうぞお気軽

にご相談ください。 

 
医長 葉

は

田野
た の

 宜子
の り こ

 

 

 

 
 
 
 

眼 科 

■資格■ 

日本眼科学会専門医 

■専門■ 

糖尿病網膜症、眼科一般 

 

【演題】

～基礎的な知識～ 

東京臨海病院 呼吸器内科 坂本 徹 

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。 

今回の講演会のテーマは「がん」についてです。「肺がん」「乳がん」２つの講演を行ないます。

みなさまのご来場を心よりお待ちしております。 

４月２１日（土） 

平成２４年 

1３:５0～16:10  
（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 
東京臨海病院 外科専門医 ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ読影認定医 

毛利 かの子 

平成 24 年 1 月 28 日(土)、29 日(日)

の 2 日間にわたり、当院でがん診療に

関わる医師に対する緩和ケア研修会が

開催されました。この研修会は、厚生労

働省健康局長通知による緩和ケア研修

会指針に準拠した研修会で、東京城東地

域の多くの病院の医師が参加されまし

た。緩和医療のノウハウを今日から診療

に役立て、地域の皆さんのがん診療に還

元されることを願っております。 

参加費：無料 

申し込み：不要 

会場に直接 

お越しください 

平成 24 年 4 月より、再診予約日の変更・ 

取り消しの電話連絡受付時間が変更となります。 

 予約変更･取り消しの連絡はこちら 

東京臨海病院 各科外来受付 

TEL：03-5605-8811（代表） 
 

再診予約日の変更・取り消しをされる時に

は、予約日前日（月～金）の午後 2 時～午後

４時までに予約診療科外来受付にご連絡くだ

さい。（※予約日前日が土・日・祝日の場合は前々日） 

なお、再診予約日を過ぎてからの予約変更

はできません。受診する当日、再診窓口にて

受付をしていただくことになりますので、 

あらかじめご了承ください。 

緩和ケア 
研修会 

がん診療に関わる

医師に対する 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

〒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 
 

日本私立学校振興・共済事業団 

東 京 臨 海 病 院 

Page4 

新しい年が始まり、早いもので２ヶ月が過ぎました。毎年のことですが、新年に必ず今年の目標

を立てるのですが、年が終わってしまえば目標達成は殆どできておらず…。そこで、今年は元旦

に思いつきで始めたウォーキングを目標にしてみました。今までは目標を考えてから始めていま

したが、今年は始めたことを目標にしてみたのです。うれしいことに、今のところ何とか続ける

ことができています。皆さんも、思いつきで始めたことを今年の目標にしてはいかがでしょうか？

病床数：400 床 

医師数（平成 23 年１２月 1 日現在）：78 名 
外来延患者数：18,980 名 

入院延患者数： 8,881 名 

手術件数：225 件 
 

平成 23 年１２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･･･「スキンケア・アンチエイジング ～形成外科～」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   

【【注注射射薬薬ににつついいてて】】  

一般的に「薬」と聞くと、内服薬（飲み薬）や外用

薬（塗り薬や湿布等）を思い浮かべる方が多いかと思

います。これらは多くの患者さんにとって身近な存在

であり重要な役割を担っていますが、同じ位重要な役

割を持つものとして「注射薬」が挙げられます。 

今回は注射薬の特徴や注意点などについて簡単に

説明させていただきます。 

 最後に注射を受ける際にお願いしたいことがあり

ます。飲み薬同士で「飲み合わせ」がある様に、注射

薬とその他の薬でもお互いに影響する場合がありま

す。現在使用されている薬の内容を医療スタッフへお

伝えください。またアレルギーがある場合も必ずお伝

えくださる様にお願いします。 

一言に「注射」と言っても投与の仕

方は様々です。静脈に薬を投与する

「静脈注射（点滴もこれに該当しま

す）」や筋肉内に投与する「筋肉注射」、

皮膚の下に投与する「皮下注射」等が

代表的ですが、他にも多くの種類が存

在します。これらは薬の種類や場面に

よって使い分けますが、どれも「薬を

体の中へ直接届ける」という特徴を持

ち、これにより他の薬剤（飲み薬など）

に比べて速やかで確実な効果が期待

出来ます。また、何らかの理由で内服

が出来ない方に対しても薬が投与で

きる点や、消化されてしまい飲み薬と

して使用出来ない成分を治療に用い

ることが可能となるなどの利点があ

ります。 

 優れた点を持つ注射薬ですが、同時

に注意しなければいけない点も合わ

せ持っています。 

一つ目は、副作用やアレルギー反応

に特に注意しなければいけない事が

挙げられます。速やかで確実な効果が

期待出来る事を先ほど述べましたが、

その裏返しとして副作用やアレルギ

ーも起こり易いと言えます。二つ目は

感染症の心配です。普段は身の回りに

いても何ら問題の無い微生物も、注射

時に薬と共に体の中に入りこんでし

まうと思わぬ感染症を発症する事が

あります。その為、調剤から投与、器

具の扱いまで細心の注意が必要とな

ります。 

●注射の種類● ●注射の注意点● 

●患者さんへのお願い● 


