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　リウマチの発症年齢は３０～５０

歳代が多く、女性に多い（男性の３～

４倍）病気です。朝、起床時の手のこ

わばりなどが初発症状としてよく見

られます。どの関節も侵される可能

性はありますが、特に指の付け根の

関節（第１関節）と第２関節、手首の

関節、足の指の関節などから発症す

ることが多く、また片方だけではな

く左右共に起こるのも特徴です。

　リウマチの関節には何が起こって

いるのでしょうか。関節を包み被っ

ている膜を滑 ( かつ ) 膜 ( まく ) と

いいますが、リウマチではまずこの

滑膜に炎症が起こります。次第に滑

膜は肥厚し“炎症性サイトカイン”と

呼ばれる液性因子を放出します。こ

リウマチの症状とは

　関節リウマチ（以下リウマチ）は関節の腫れや痛みがあちこちに起こり、

多くは慢性的に経過します。なかには関節の変形を来たし、機能障害に陥る

こともあります。これまで病気の原因や治療について研究が進められてき

ましたが、必ずしも十分な結果が得られませんでした。しかし、近年新たな

治療の展開もあり、リウマチ患者さんにとって明るい光も見えてきました。

健康医学センター長

　炎症の勢いが強く持続すると、次

第に関節の骨は破壊され、様々な形

の変形が生じます。そのため、機能

障害により日常生活に支障を来た

します。

　関節以外にも、だるさ、微熱、貧血

などの全身症状や、稀に間質性肺炎

と呼ばれる肺の炎症を合併するこ

ともあります。

の因子の作用で関節の軟骨や骨が

浸食され破壊されていくのです。な

ぜこのようなことが起こるのか、お

おもとの原因は不明ですが、炎症の

背景には免疫の異常が起こってい

ることは確かなのです。

　医師は患者さんの訴えや関節の

状態を診察し、血液検査を行い、関

節の変化をＸ線で評価します。血液

検査ではリウマトイド因子（ＲＦ）

や抗ＣＣＰ抗体などの免疫に関係

した検査や炎症の程度をみるＣＲ

Ｐや血沈などを調べて総合的に診

断します。

関節リウマチ

リウマチの原因は

どのように診断するの
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副院長　松本　孝夫
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　以前は消炎鎮痛剤（いわゆる痛み止め）で

“その場しのぎ”的な対症療法が主体でした。

しかし、多くの患者さんで病気の進行を止め

られず、リウマチはまさに難病のひとつとさ

れてきました。その後、研究が進み、免疫系な

ど病気の本体に近いところに働きかける薬が

抗リウマチ薬として登場してきました。当初

は、症状の軽いものや早期の場合、しばらくは

対症療法的に様子を見ながら、病気が進行し

てきた際に抗リウマチ薬を使うというやり方

でした。しかし最近はこれらの薬を比較的早

期から積極的に使うことが関節の破壊を抑制

し予後を改善するということが明らかとなり

ました。このため、最近ではリウマチと診断

がつけば、早期から抗リウマチ薬を使いま

す。最近リウマチの治療において画期的な注

射薬が登場しました。炎症のおおもととなっ

ているサイトカインという物質にＴＮＦ-α

やＩＬ-６というものがあります。この働き

を抑える成分を生物を利用して作ったもの

で「生物学的製剤」と呼ばれています。これま

での抗リウマチ剤に比べ格段に炎症を抑え、

関節破壊を抑え、患者さんのＱＯＬを改善し

ます。感染症などの副作用、高コストなどの

問題も残されていますが、リウマチの治療に

光明を投げかけています。

治療について

 

期間中、ノーネクタイ、

ノー上着等による対応とさ

せていただきます。 

また、昨年に引き続き電

力の削減を実施しており、

院内の冷房温度を高めに設

定しております。 

ご来院の皆さんのご理解

とご協力をお願い申し上げ

ます。 

 

６/1～９/３０ 

クールビズ 
実施中 

大腸がん診療連携協力病院に認定されました。大腸がん診療連携協力病院に認定されました。

都の認定するがん専門病院です。
ガイドラインに則って最先端の治療を行います。

区民公開講演会区民公開講演会
第４回　東京臨海病院

「ひとりで悩まないで おしっこのこと」
～いつもの生活を取り戻すお手伝い～

女 性 編　小竹　雅江（皮膚・排泄ケア認定看護師）　
男 性 編　小田　　慈（皮膚・排泄ケア認定看護師）

「前立腺がんに御用心！！」
斎藤　忠則（副院長・泌尿器科指導医）

・・・・・・・・・・・　休憩　14:35 ～ 14:50（15 分）　・・・・・・・・・・・

質疑応答　15:30 ～ 15:45　／　あいさつ（閉会）　松本　孝夫（健康医学センター長）

総合司会　小林　滋（副院長） 　／　あいさつ（開会）　山本　保博（病院長）　

Program

来賓あいさつ　多田　正見（江戸川区長）

のお知らせ

FAX.03-5605-7586
①FAX にてお申込の場合、住所・氏名・電話番号をご記入の上、「東京臨海病院　企画経営課」宛て、
　下記ＦＡＸ番号にご送信ください。

②東京臨海病院内設置の「受付 BOX」へ参加申込書を投函してください。参加申込書は、東京臨海病院内及び、
　江戸川区内各駅に設置してあります。

● お申込方法 ● ※参加にはお申込が必要です。下記、お申込方法をご参照ください。

※タワーホール船堀では、参加申込を受付ておりません、ご了承ください。

東京臨海病院内
事務部 企画経営課

主催：日本私立学校振興・共済事業団　東京臨海病院　後援：江戸川区問い合せ先 /東京臨海病院 事務部 企画経営課 TEL：03-5605-8811（代）（受付時間：月～金曜日 9:00 ～ 17:00）

定員
250 名
定員になり次第
締め切り

江戸川区民の方を対象とした区民公開講演会を開催いたします。

第４回目となります今回の講演会は、「タワーホール船堀」にて開催します。

皆様のご参加を、心よりお待ちしております。

日時

場所

2012. ９.２９ （土）2012. ９.２９ （土）

１３:１５～１５:５０ （１２:５０受付開始）１３:１５～１５:５０ （１２:５０受付開始）

タワーホール船堀 （小ホール）タワーホール船堀 （小ホール）

東京都江戸川区船堀４－１－１東京都江戸川区船堀４－１－１
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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

 ８月１１・２５日
 ９月　　　　８日
10月１３・２７日

 
平成 24 年７月に着任した

医師を紹介します。

 

8・9・10月
土曜診療日

8・9・10月
土曜診療日

整形外科

■資格■
　日本整形外科学会専門医
■専門■
　整形外科一般

医員　田村　誠
たむら　　まこと

６月末で退職した医師

整形外科

耳鼻咽喉科

整形外科

内田　亮

佐藤　博伸

小林　洋平

  

 

 

■その他のお問い合わせ　看護師等確保対策事業係 東京都看護協会・東京都ナースプラザ　TEL.03-5229-1525 FAX03-3235-0230
■研修のお申し込み・お問い合わせ　東京臨海病院　看護部　柳谷・髙原　TEL.03-5605-8811(代表）FAX.03-5605-7873

対　象

研修プログラム

訪問看護ステーションコース

応募方法

保険加入について
以下の項目を全て満たしている方
　１）保健師、助産師、看護師、准看護師の
　　　いずれかの資格を有する方
　２）研修受講申込時において離職中である方
　３）就業先が決まっていない方 　　

病院での研修受講後、希望により訪問看護ステーション
での２日間の研修
 ※訪問看護ステーション以外に、クリニック・老健等も選択できます。

　

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。　

受講プログラムに応じて保険に加入していただきます。 
加入料は無料です。

研修には３種類のプログラムがあります。

 

※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。 
　  HPアドレス：http://www.tokyorinkai.jp/inside/nurse/fukusyoku.html 

就業相談
研修最終日に、就業相談を実施します。

最新の医療・看護の動向等の講義

模型や実際の医療機器を使用しての演習

病棟実習を含む

Ⅰ型（１日）

Ⅱ型（５日）

Ⅲ型（７日） （助産師コースも有）

毎月ミニ講座も開いておりますので、どうぞご参加ください。

6月29日（金）第3回キャンサーカフェが開催さ
れました。栄養士による「健康食品とがん治療」
のミニ講座をみなさん熱心に受講中です。

8/31（金）

9/28（金）

10/30（火）

11/10（土）

抗がん剤治療中の家庭における食事の工夫
　～骨髄抑制対策～

放射線治療とは

がんと就労～治療と仕事を両立するために～

大切な家族ががんになったら

管理栄養士

放射線治療医

医療ソーシャルワーカー

緩和ケア認定看護師

日　程 講座内容 担　当

毎月キャンサーカフェを開催しています毎月キャンサーカフェを開催しています毎月キャンサーカフェを開催しています

費 用 無 料費 用 無 料

※詳細は、院内ポスター・ホームページをご覧下さい

現場復帰をお考えの看護職の方へ
再就業を支援します！

現場復帰をお考えの看護職の方へ
再就業を支援します！

　７月より東京臨海病院整形外科に赴任しま

した、田村です。これまで順天堂付属病院や

東京労災病院に勤務しておりました。現在、

高齢者の多くの方が腰や膝の痛みを抱えてお

られます。骨粗鬆症なども含め、お困りの方

はお気軽にご相談ください。

■専門■
　耳鼻咽喉科頭頚部外科一般

耳鼻咽喉科

医員　西嶌　嘉容
にしじま　　よしかた

■専門■
　整形外科一般

整形外科

医員　幡野　佐己依
ばんの　　　  さ み い
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東京臨海病院
診療実績

東京臨海病院
診療実績

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   

 

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  

ホームページもご覧ください
http://www.tokyorinkai . jp/

〒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

日本私立学校振興・共済事業団

東京臨海病院

平成2４年６月の当院の実績は
以下のとおりです。

病床数：400床

医師数（平成2４年６月1日現在）：82名

外来延患者数：20,201名

入院延患者数： 8,764名

手術件数：245件

葛西駅 発　東京臨海病院 行　

東京臨海病院発　葛西駅 行　

◆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

※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･･･「ピロリ菌と胃、十二指腸の病気～消化器内科～」を予定しております。

編集後記・次回予告

　2010 年の夏はほんとうに厳しかったですね。救急部も例年

の 3 倍近い患者さんが熱中症で搬送されました。昨年は電力不

足の影響もありさらなる悪化も懸念されましたが、涼しい夏と

なり患者さんは例年以下でした。今年も電力は不足のようです

が、どうなることでしょうか。

　熱中症は年齢と発生状況に特徴があります。10 ～ 20 歳は

運動時、20 ～ 60 歳は労働時、65 歳以上は日常生活時です。

運動指導者、労働監督者の啓発により前 2 つの発症率は年々抑

えられていますが、65 歳以上の発生は増加の一途であります。

熱中症熱中症熱中症

近所に一人で暮らしているご老人はいませんか　→　猛暑の時は声をかけましょう。

エアコンは体に良くないといった固定観念をもっていませんか

　　　　→　気温が 35℃を超える日は必ず使いましょう。

汗で電解質を失ってます、大変なことになりますよ

　　　　→　スポーツドリンク、塩飴等を摂取してください。

熱中症は環境疾患であり完全に予防できる病気です。

みなさま、この疾患をなくせるよう御留意ください。

気をつけて！
気をつけて！
気をつけて！

　食中毒は年間を通して発生しますが、夏場は特に「腸管出血性大腸菌 (O157、O 

111 等 )」による注意が必要です。典型的な症状としては、腹痛、下痢、血便、軽

度の発熱（37℃台）です。2012 年 7 月から「レバ刺し」の飲食店での提供禁止が

実施（食品衛生法による）されましたが、この「レバ刺し禁止」の背景にも「腸管出

血性大腸菌 (O157)」による集団食中毒がありました。ここでは家庭での食中毒予防

のポイントを簡単にご紹介します。

　食中毒予防の原則は「つけない」、「ふやさない」、「やっつける」です。

「腸管出血性大腸菌」は牛等の腸管に存在しますが、国内発生事例では、牛肉だけで

なく井戸水、鹿肉、生野菜、果物、漬物等が特定・推定食品とされていました。

家庭でできる予防策としては、調理前と食前の石けんでの手洗いの徹底、肉類を切っ

た後の包丁やまな板で、生食の野菜・果物の調理を避ける、等があります。また細菌

は 5 ～ 60℃で増殖しやすいため、調理後の食品は常温保存しない、冷凍品の解凍は

冷蔵庫内や電子レンジを利用する、食品の再加熱はしっかり 75℃までするといった

工夫も必要です。食べる際の料理の温度の目安は温かい料理は 65℃以上、冷たい料

理は 5 ～ 10℃以下とし、作った料理を長時間放置しないようにすることも大切です。

清潔な調理器具の利用と食品の温度管理の徹底で、

家庭でも食中毒の予防をしましょう。

しかし予防を心がけていても、

疑わしい症状のある場合は医療機関へ受診しましょう。

にご注意！０157
０111

これからの季節… イッヒッヒ～

　今年も去年に引き続き節電の夏がやってきました。駅や電車の照明が一部消されていることや病院のエレ

ベーターが 2 台動いてないことも当たり前になったなあと改めて感じています。皆さんはどのような節電対

策をされていますか？

　節電と暑い夏で心配なのはやはり熱中症ではないでしょうか？節電も大事、熱中症も心配…と思います。外

出される際はもちろんのこと家の中にいてもこまめに水分がとれるよう準備することが大切です。また冷却シー

トを首に当てたりするなど上手く活用することでエアコンの使用時間を減らすことだけでなく熱中症の予防も

できますね。無理のない節電をしつつ自分の身体を守りこの夏を乗り切りましょう。


