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　ピロリ菌は正確には、1982 年に発見

されたヘリコバクター・ピロリと呼ば

れる細菌です。

　胃の中は強い酸性状態のために、細菌

が生き続けられないと考えられたため、

多くの専門家はピロリ菌の存在を信じ

ませんでした。しかし、ピロリ菌はウレ

アーゼという酵素により、胃の中にある

尿素をアンモニアに変化させて胃酸を

中和し、菌が生存できる環境にしている

ことがわかりました。多くは幼小児期に

　ピロリ菌は胃の多くの病気に関係す

ることがわかってきました。最も代表的

な疾患である胃潰瘍、十二指腸潰瘍はこ

の 30 年間で劇的に治療法が変わって

きました。30 年前までは大きな潰瘍が

ピロリ菌とは

　ピロリ菌という細菌の名前を知らない人は今では少ないと思います。しかし、

外来には「健康診断で胃の中にピロリ菌がいると言われて、心配で胃が痛くなった」

など、過剰に心配されて受診する人が多くいます。正しい知識を身につけ、ピロリ菌

に対する不安を解消しましょう。

消化器内科

感染し、治療しなければ一生胃の中で住

み続けます。

　感染率は年齢が上がるほど高く、開発

途上国での感染率が高いため、衛生環境

が関係していると言われています。日本

では、約 20 年前の調査では 40 歳以上

の 70％が感染していましたが、第 2 次

世界大戦後に衛生環境が改善されて感

染率は年々低下し、現在では 50 歳で

40％台、40 歳で 30％台、30 歳では

20％台となっています。

できると、1 ヶ月以上も入院したり、最

終手段として外科手術が行われました

が、除菌治療の進歩により、現在では胃

潰瘍、十二指腸潰瘍はほぼ完治するよう

になりました。

　ピロリ菌に感染したからといって、皆

が胃潰瘍や十二指腸潰瘍になるわけで

はありません。ほとんどの場合、長年の

経過で胃の粘膜の厚みが薄くなる萎縮

性胃炎になり、さらに胃の粘膜が腸上皮

化生という変化を起こすため、胃がんに

なる確率が高まっています。

　ピロリ菌除菌治療をしても胃がんに

ならないというわけではありませんが、

若い時に除菌治療をすれば胃がんになる

確率がかなり下がると言われています。

　最近、人間ドックで萎縮性胃炎のマー

カーであるペプシノーゲン検査やピロ

リ菌抗体を調べることが可能となって

います。これはピロリ菌を調べるため

に検査をしているわけではなく、胃が

んの高危険群を拾い上げるための検査

となります。

　現在、胃潰瘍、十二指腸潰瘍のほか、

2010 年から胃 MALT リンパ腫、特

発性血小板減少性紫斑病が保険適用で

の治療が可能となりました。残念なが

ら胃にピロリ菌がいるというだけでは

保険診療での治療はできませんが、将

来はピロリ菌を全て保険診療で治療で

きる時代が来るかもしれません。

ピロリ菌と胃、十二指腸の病気

胃潰瘍、十二指腸潰瘍

胃がん

部長　山田　俊夫
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区民公開講演会区民公開講演会
第４回　東京臨海病院

を開催しました。
　平成 24 年９月２９日（土）「タワーホール船堀」において、第 4 回東京臨海病院区民公開講演会を

開催いたしました。第４回目となります今回は、多田正見江戸川区長にご出席いただき、来賓挨拶

を賜りました。

のお知らせ
 

平成 24 年 10 月～平成 25 年２月

　当院では、月に 2 回程度、糖尿病教室を開催しております。

健診で「血糖が高めですよ」と指摘された方、既に糖尿病と診断された方、

家族や友人が糖尿病の方、糖尿病に興味がある方、どなたでも結構です。

　現在、糖尿病患者は増加の一途を辿り、糖尿病の可能性を否定できない人を含めると 2200 万人以

上となっております。5 人に 1 人は糖尿病の時代がやってきました。明日は我が身の病気ですが、知れ

ば決して怖くはありません。糖尿病加療は世界的に加療ストラテジーの大きな転換期にあり、新薬も

続々と開発・販売されてきております。早期より生活指導を含めた加療を開始し、いかに合併症を未然

に防ぐか、また進行した合併症を停止させるか、糖尿病専門医を始め、認定看護師、管理栄養士、薬剤師、

理学療法士など専門スタッフが丁寧に教えます。他の病院に通院中の方でも勿論問題ありません。

　予約不要、参加費無料です。詳しくは病院ホームページ（http://www.tokyorinkai.jp/）か病院にお

いてあるパンフレットをご参照下さい。

食事ってどんなものがいいの？  運動は？

災害時はどうしたらいいの？気になる方は、

気軽な気持ちでいらして下さい！

糖尿病という病気をご存じですか…？

　演題は、斎藤忠則副院長による『前

立腺がんに御用心！！』と皮膚・排泄

ケア認定看護師の小竹雅江、小田慈に

よる『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・男性編』でした。

　当日は、江戸川区民の方を中心に

２０１名の方が参加され、皆さん熱心

に聴講されていました。

　次回の区民公開講演会は、平成 25 年

5 月１１日（土）「タワーホール船堀」

にて開催予定です。詳細はあらためて

お知らせします。

●今後の「糖尿病教室」の予定

多田正見江戸川区長

斎藤忠則副院長 小竹雅江看護師 小田慈看護師

世界糖尿病デー

シックディについて

糖尿病の食事の話（冬編）

糖尿病の合併症の話

糖尿病の運動の話

フットケア

糖尿病の防災対策

糖尿病看護認定看護師

管理栄養士

糖尿病専門医

糖尿病看護認定看護師

糖尿病看護認定看護師

糖尿病看護認定看護師

10/23（火）

（火）

（木）

（火）

（木）

（火）

（火）

（木）

11/13

11/29

12/18

1/10

1/22

２/５

2/21

日　時 テーマ 担　当

糖尿病の薬の話
低血糖について

薬剤師
糖尿病看護認定看護師

糖尿病専門医他

10/11（火）
糖尿病とは
糖尿病の検査の話

糖尿病専門医
糖尿病看護認定看護師終了
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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

10月１３・２７日
11月１０・２４日
12月　８・２２日

 

平成 24 年９月に着任した医師を紹介します。

 

10・11・12月
土曜診療日

10・11・12月
土曜診療日

　がんで闘病されている者同士、そのような患者さんを

支えるご家族同士、自由におしゃべりしています。

　１１月は「ご家族の会」と称して、闘病中の患者さんとの接し方、

介護体験について、当院で療養された患者さんのご家族に体験談をお話しいただく予定です。

多くの方の参加をお待ちしております。詳細は院内ポスターやホームページをご覧ください。

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

８月末で退職した医師

産婦人科 根岸　靖幸

■資格■
　日本産科婦人科学会専門医
　日本がん治療認定医機構
　　　　がん治療認定医
　日本周産期・新生児医学会　
　　　　新生児蘇生法専門コース修了
■専門■
　産科・婦人科一般

医長　倉品　隆平
くらしな　　りゅうへい

看護公開講座看護公開講座 実施報告＆今後の予定

産婦人科

　当院では、専門・認定看護師の専門性を活かした院内研

修を企画・開催しています。

　昨年度まで専門・認定看護師会が主催していましたが、

今年度から看護部教育委員会、病院教育委員会共催で開催

し、「看護公開講座」として近隣の医療施設の方々にも参加

していただいています。この目的は、研究会を通して、近隣

の病院や訪問看護ステーションなどの看護職員の方々と交

流を図り、学びを深める場を持つとともに、当院との連携を

より強めて看護の質向上を図ることです。

　第 1 回は 8 月 7 日「すぐに役立つ感染対策のキーポイント！」を感染管理認定看護師、第 2 回は

9 月 4 日「足を守りたいフットケアの基礎とケアの実際」を皮膚・排泄ケア認定看護師と糖尿病看

護認定看護師が講師となって開催しました。院内からの参加に加え、近隣施設からの参加は、第 1

回 13 名、第 2 回 36 名と増加しています。近隣施設にも少しずつ浸透してきたと感じています。

今後も施設間交流の良い機会に

なるよう期待しています。

もちろん、院内からもたくさんの

方に参加いただけることを期待

しています。

11/  6（火） 子どもの事故予防について 小児救急看護認定看護師

日　程 内　　容 担当者

●毎月第 1 火曜日の開催で第 3 回以降は下記の通り企画しています。

12/  4（火）

1/  8（火）

2/  ５（火）

3/  ５（火）

明日から実践！心肺蘇生術

各種分子標的薬の作用とケア（仮）

看護師だからできる 浮腫の鑑別とケア（仮）

今日から使える！ストーマケアのワンポイント（仮）

集中ケア認定看護師

がん看護専門看護師

緩和ケア認定看護師

皮膚・排泄ケア認定看護師

●ミニ講座今後の予定（14 時～  当院 2 階  第 1･2 会議室）

10/30（火）

11/10（土）

がんと就労～治療と仕事を両立するために～

日　程 担当者

ご家族の会

12/14（金） クリスマス会

大切な家族ががんになったら

ミニ講座の内容

医療ソーシャルワーカー

緩和ケア認定看護師

お問い合わせ：がん相談支援センター

キャンサーカフェは、

がん患者さんと

ご家族たちの会です

～患者さんのご家族に体験談をお話いただく予定です～

ハロウィン
　　パーティ

　９月より東京臨海病院産婦人科に赴任致しま

した、倉品隆平です。日本医科大学、東京都立墨

東病院などで勤務しておりました。当院では河

合尚基部長以下、4 名の産婦人科医師で診療に

当たっております。産科、婦人科問わず、不安な

ことやわからないことがありましたら、お気軽

にご相談ください。

10/  2（火） 知っておきたい血糖変動のメカニズム 糖尿病看護認定看護師終了
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東京臨海病院
診療実績

東京臨海病院
診療実績

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８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８月1日現在）：82名

外来延患者数：21,101名

入院延患者数：  9,788名

手術件数：308件

◆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

 

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  

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。

編集後記・次回予告

 
 

 

～身体障害者手帳とは～

＊視覚障害　１級～６級　＊聴覚障害　２級～４級・６級　＊平衡機能障害　３級・５級

＊音声、言語機能障害　３級・４級　＊そしゃく機能障害　３級・４級

＊肢体不自由　１級～７級　＊心臓機能障害　１級・３級・４級　

＊じん臓機能障害　１級・３級・４級　＊呼吸器機能障害　１級・３級・４級

＊ぼうこう又は直腸機能障害　１級・３級・４級　＊小腸機能障害　１級・３級・４級

＊ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害　１級～４級　＊肝臓機能障害　１級～４級

～身体障害者手帳とは～
身体障害者手帳は、身体の障害のために生じる生活のしづらさを軽減し、自立と社

会参加を促進するさまざまな福祉サービスを利用する際に必要となるものです。身

体障害者福祉法に定める一定の障害があると認定された方に対して交付されます。

障害の種類や程度により１級～７級に区分されています。

（他の障害との重複がなければ、７級のみでは手帳は交付されません。）

＊医療費助成　（心身障害者医療費助成、自立支援医療など）

＊手当　（心身障害者福祉手当、重度心身障害者福祉手当など）

＊補装具費の支給　（義手・義足、上下肢装具、車椅子、歩行器、義眼、補聴器など）

＊日常生活用具の給付　（特殊寝台、入浴補助具、吸引器、ストマ用装具など）

＊公共料金や交通機関料金の割引

＊所得税や住民税の軽減

＊障害者自立支援法によるサービス（介護給付等）※障害程度区分認定を受ける必要があります

◎障害の種類や等級、年齢や所得によって、利用できるサービスはさまざまです。また、

介護保険制度の対象者は、原則として、介護保険サービスを優先して利用することになっ

ています。

身体障害者福祉法第 15 条に定められた指定医が作成した身体障害者診断書･意見書に、

必要書類を添えて、各自治体の障害者福祉の窓口に申請します。交付までにおおよそ

１～２ヶ月かかります。

（※当院にはほとんどの障害の指定医がいます）

◆手帳交付の対象となる障害一覧

◆利用できるサービスの例

◆申請手続き

次号のドクターメールは･･･「腹部大動脈瘤～心臓血管外科～」を予定しております。

　お月見というと、中秋の名月。十五夜（旧暦の８月１５日。今年は９月３０日）が有名ですね。

これはもともと中国から伝わったものだそうですが、日本古来の風習としては十三夜（旧暦

の９月１３日。今年は１０月２７日）があります。お供え物の特徴から十五夜は「芋名月」、

十三夜は「栗名月」「豆名月」などと呼ばれています。

　十五夜に比べて十三夜の方がお天気に恵まれることが多いようですから、１０月２７日は

おいしいお団子をお供にゆっくり「お月見しましょ♪」　　　　　　　　　　　　　　（M.A）


