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　腹部大動脈瘤があっても自覚症状はほ

とんどありません。他の病気を精査して

いる途中や検診などで偶然瘤が発見され

る場合が多いのですが、やせている人で

はお腹に拍動する硬い瘤を自覚すること

　腹部大動脈瘤は大きくなると破裂し

やすくなります。破裂すると、救急搬送

され手術をしても３割程度の方は助か

りません。最大径が５センチメートルを

症状と診断

　大動脈とは、心臓から出たばかりの太い動脈のことで、通常胸で直径３センチ

メートル、お腹で２センチメートル程度と言われています。この大動脈が部分的に

１.５倍以上に膨らみ、瘤のようになった状態を大動脈瘤と呼び、腹部大動脈では直

径３センチメートル以上のものが瘤と診断されます。中高年の男性に多く、喫煙者、

高血圧の方は瘤が拡大しやすいとされます。

心臓血管外科

もあります。

　診断はエコー、CT 検査、MRI 検査等

で行われ、これらの診断機器が広く普及

している日本では発見されやすい病気

と言えます。

　最後に、大動脈瘤の予防対策はあるで

しょうか？残念ながら直接的な方法は

ありません。しかし、大動脈瘤の原因は

動脈硬化と考えられています。動脈硬化

の危険因子は喫煙、高血圧、糖尿病、高コ

レステロール血症などであり、これらに

超える瘤や６ヶ月で１センチメートル

以上拡大する瘤は破裂しやすいため、外

科的治療を受ける必要があります。

　外科治療として、以前は開腹して行う

人工血管置換術が唯一の治療法でした

が、最近ではステント治療の症例数が増

えており、健康保険を利用して治療が出

来るようになりました。

　腹部大動脈瘤のステント治療は開腹

の必要がなく、ステントは太腿のつけ根

にある動脈からカテーテルを使用して

瘤内に留置するため、手術侵襲が少なく

体に優しい治療です。そのため、手術後

の回復が早い、入院期間が短いなどの利

点があります。また、以前に腹部の手術

をしており、腹部に癒着があると予想さ

れる患者さんにも比較的安全に挿入す

ることが出来ます。

　ただし、すべての腹部大動脈瘤がステ

ント治療に向いているわけではないた

め、術前には３次元ＣＴ検査を行い、立

体的な動脈瘤の形を把握し、その適応を

決める必要があります。

注意して生活することが予防対策とい

えるでしょう。これらは特定保健指導

のチェック項目とも重なりますので、

該当された方は特定保健指導を活用

し、生活を改善することも重要です。

腹 部 大 動 脈 瘤

治療時期

治療

大動脈瘤にならないために

部長　山本　知則
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平成 24 年 10 月に着任した

医師を紹介します。

泌尿器科

■専門■
　泌尿器科全般
　

医員　堀　祐太郎
ほり 　　ゆうたろう

■専門■
　消化器内科全般
　

消化器内科

医員　大池　翼
おおいけ　　つばさ

　国家又は公共に対して功労のある方で功績の内容に着目し、顕著な功

績を挙げた方に与えられる勲章です。

９月末で退職した医師

泌尿器科 五十嵐　洋

　この度、10 月より泌尿器科に赴任しました、

堀祐太郎です。今までは大学病院で勤務してお

りました。迅速かつ丁寧な外来診療を心がけた

いと思います。よろしくお願いします。心配な

ことがございましたら、いつでもお声かけくだ

さい。

山本保博病院長が『旭日小綬章』を受章しました。
　政府は平成２４年11月3日（文化の日）に秋の叙勲受章者を発表し、

『旭日小綬章（きょくじつしょうじゅしょう）』に、山本保博病院長が

選ばれました。元国際緊急救助隊 医療チーム支援委員長として功績を挙

げたことによる受章です。

　冬は一年を通して、最も感染症がはやる季節です。その理由は、冬は気温が低く空気が

乾燥するため、低温・低湿度を好むウイルスが活発に活動するためです。特にインフルエ

ンザをはじめノロウイルスやロタウイルスなどによる感染性胃腸炎が代表されます。

　感染を防ぐには、まず免疫力を高めてウイルスに負けない体力の維持・管理が肝要です。

日頃から栄養のバランスを考えた規則正しい食事と十分な休息をとるなど体調管理に心が

けましょう。しかし、この時期は忘年会やパーティーなどで外食する機会が増えるので要

注意です。特にカキなど二枚貝や魚介類を生で食べるとノロウイルスに感染する恐れがあ

ります。でもウイルスは熱に弱いという特性を持っているので加熱すれば安心です。しかし、

ウイルスが手などに付着し口に入る場合や感染した人の嘔吐物の飛散から二次感染を起こ

すこともあります。したがって、感染予防に最も有効な対策である「手洗い」と「うがい」

を行いましょう。ウイルスは知らない間に手から口に入り、喉

に定着して増殖することが多いため、「手洗い」と「うがい」

を行うことで、ある程度防ぐことができます。また、インフ

ルエンザなど上気道感染予防としてマスクの着用も効果的で

す。 マスクはウイルスの侵入を防ぐだけでなく、感染してしまっ

た場合はウイルスの飛散を防ぎます。更にマスクを着用すること

で口から喉の乾燥を防ぎ、ウイルスの繁殖を抑えることができます。

冬にはやるウイルス感染にご注意ください。

手洗い うがい

マスクの着用

１０月末で退職した医師

糖尿病内科 山下　英俊

『旭日小綬章（きょくじつしょうじゅしょう）』とは

　大池翼と申します。2011 年度からこちらで勤

務させていただいており、しばらく大学病院に行

き離れておりましたが、今年度の 10 月から改め

てこちらで勤務させていただく事になりました。

未熟者ではありますが、皆様のお力になれるよう

に精一杯がんばって参ります。
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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

1月１２・２６日
２月　９・２３日
３月　９・２３日

1・２・３月
土曜診療日

1・２・３月
土曜診療日

平成 2４年 12 月 2９日( 土 )～平成 2５年 1 月３日( 木 )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 ( 日 ) 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。

担　当

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

 
 12／30(日)の 

診療体制 

【受付時間】

8:00 ～ 10:30

　当日受付順

※詳細は、各診療科の
受付にお問い合わせ
ください。

 

      療 診 の ご 案 内     末 
年 

 

年

始 
始 

28（金）

病 院

レストラン

売 店

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

通常営業（７:30 ～ 19:30）

○ ×
通常通り

休業

通常通り

○× × × ×△

休業 休業 休業 休業 通常営業
8:00～
　17:00

８:00 ～
    10:30

世界糖尿病デーキャンペーンを開催しました世界糖尿病デーキャンペーンを開催しました

8:00～
　14:30

　がんで闘病されている者同士、

ご家族同士で自由におしゃべり

しています。どうぞお気軽にご

参加下さい。詳細は院内ポスター

やホームページをご覧ください。

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

【ミニ講座今後の予定】

1/29（火）

2/22（金）

抗がん剤治療中の口内炎
　　～予防とケア・食事の工夫～

日　程 担当者

3/22（金）

ミニ講座の内容

薬剤師・栄養士・
がん看護専門看護師

お問い合わせ：がん相談支援センター

抗がん剤治療による皮膚障害
　　～予防とケア～

リンパ浮腫の予防
　　～自分でできるリンパマッサージ～

薬剤師・がん看護専門看護師

緩和ケア認定看護師
（医療リンパドレナージセラピスト）

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

■時間 /14 時～ 16 時

　ミニ講座 /14:30 ～予定（15 ～ 30 分程度）  

■場所 / 当院 2 階  第 1･2 会議室

　１１月１４日の「世界糖尿病デー」にちなみ、１１月１３日（火）に世界糖尿病デーキャ

ンペーンを行いました。血糖測定、健康相談を中心に延べ２２７名という多くの方にご

参加いただきました。『糖尿病は予防が大事』という参加者の方の声が多数聞かれました。
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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１０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10月1日現在）：83 名

外来延患者数： 21,271 名

入院延患者数： 9,196 名

手術件数： 247 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。

 

　種類によって異なるものの、国が定めている『ジェネリック医薬品』の価格は、新

薬の約４～８割といわれています。価格が低い分、品質に問題があるのでは？との心

配も聞かれますが、新薬と同様に、薬事法によって有効性・安全性を確保するよう厳

しく規制されており、さらに販売が認められたあとも承認時と変わらず品質が維持さ

れているかをチェックされています。

　ジェネリック医薬品をご希望の患者さんは、当院ではあいにくこのジェネリック医

薬品を扱っている種類が少ないため、ご自宅や職場の近くに信頼できる「かかりつけ

薬局」をお決めいただくことにより、ジェネリック医薬品を使用していただくことが

可能となります。

　なお、ジェネリック医薬品が普及してきているため、お薬の名前が違うのに成分が

まったく同じであるお薬を服用してしまう危険性も考えられます

ので注意が必要ですが、街の薬局では、患者さん一人一人につい

ての薬歴簿（くすりのカルテ）を作成しており、他の医療機関か

らもらったお薬や現在服用中の市販薬との飲み合わせの確認がで

き、より安全にお薬を服用することが出来ます。現在、「かかり

つけ薬局」が決まっていない患者さんでも、FAXサービスを利用

されることで、近隣の薬局が地区別に検索出来ますので、ご自宅

の近くにある薬局を素早く見つけ出すことも可能です。

　ご不明な点がございましたら、窓口の薬剤師にお問い合わせ下さい。

【ジェネリック医薬品について】

　医薬品は大きく２種類に分類できます。ひとつは『一般用医薬品』といって、

駅前などにある薬局で薬剤師と相談しながら買い求めることができる薬です。も

うひとつは『医療用医薬品』といい、医療機関で診察を受けるときに医師から処

方される薬のことです。

　この『医療用医薬品』はさらに２種類に分類されます。まずは、

たいへんな時間とコストをかけて研究・開発される『新薬』。そ

して『新薬』の特許が切れた後、開発メーカー以外にも製造・販

売が認められる薬。これが『ジェネリック医薬品』です。

  

 

 

 

 

 

 

次号のドクターメールは･･･「頭痛～神経内科～」を予定しております。

編集後記・次回予告
　2012 年も終わろうとしております。今年、皆さまにとってどんな１年でしたか？　

自分は、金環日食を出勤途中で観測したり、ロンドンオリンピックでは、水泳やバレーボー

ルの試合を、睡眠時間を削ってテレビ観戦をしていました。

　2013 年の干支は、巳年。へびは嫌われる事が多いですが、恩を忘れず、助けてくれ

た人には、恩返しを行うそうです。是非、来年は探究心と情熱をテーマにしたいかな？と、

思っています。

テレビドラマ「レジデント～ 5人の研修医」撮影報告

　ＴＢＳ木曜ドラマ 9「レジデント～ 5

人の研修医」の撮影が、9 月中旬より当

院で行われました。

皆さまのご協力により撮影が終了致しま

した。ありがとうございました。

撮影風景


