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　頭痛は一次性頭痛、二次性頭痛、その他

に分類されます。二次性頭痛とは頭部外

傷、脳血管障害、非血管性頭蓋内疾患、感

染症、精神疾患等が原因で起こる頭痛で

す。頭痛以外の病気がないものが一次性

頭痛で、片頭痛、群発頭痛、緊張型頭痛等

　一次性頭痛の中で頻度の多いのが片

頭痛と緊張型頭痛です。

（１）片頭痛

　片頭痛は 20 ～ 40 代に多く、特に

30 代の女性に多い傾向があります。頭

痛には前兆を伴うものと伴わないもの

があります。前兆とは、キラキラした光

などの視覚異常や、チクチクした感覚な

どの感覚異常、言語障害の症状等です。

頭痛の起こる場所は頭の片側とは限ら

ず、両側に起こる場合もあります。頭痛

はおおむね１日以内に消失することが

多く、長くとも３日以内に改善します。

　吐き気を伴うことが多いのも特徴で、

頭痛の引き金となる誘発因子として、ス

トレス、月経周期、天候の変化、アルコー

ル等が挙げられますが、個人差があり誘

発因子のない方もいます。

　治療には、トリプタン製剤やエルゴタ

ミン製剤等を用いますが、血管収縮作用

頭痛の分類･診断

　頭痛は神経内科外来を受診する症状のなかで、最も多い症状のひとつであり、

東京臨海病院神経内科初診の約 30％を占めています。海外のあるアンケート調査

では過去１年間に少なくとも１回以上頭痛を経験した人は 60 ～ 70％との報告が

あり、おそらく頭痛の経験がない方は、ほとんどいないと思われます。今回は成人の

頭痛の原因と治療について説明します。

神経内科

があります。その他に三叉神経痛等の頭

痛があります。

　診断には、髄液検査や頭部 CT･MRI を

撮影し、髄膜炎や脳出血、脳腫瘍等を鑑別

します。検査結果に異常がある場合は二

次性頭痛であり、疾患の治療を行います。

　激しい頭痛は日常生活を妨げ、非常に

つらい症状です。しかし、薬によっては

10 ～ 15 日間以上連日内服すること

で、逆に頭痛を引き起こす場合もありま

があり、脳梗塞や心筋梗塞等の血管障害

を起こしやすい患者さんには慎重に使

用する必要があります。頭痛の予防薬と

しては、カルシウム拮抗薬や抗てんかん

薬等があります。

（２）緊張型頭痛

　緊張型頭痛は片頭痛の患者さんの約

２倍の頻度で起きており、年齢的な特徴

はなく全年齢層に認められ、一次性頭痛

の中では最も多い頭痛です。主に両側性

に出現し、締め付けられる感じが多く、

肩こりを伴うことが多くあります。１か

月に１日以内のこともありますが、慢性

化することがあります。

　原因として頭蓋周囲の筋肉が関与し

ている可能性が指摘されており、治療薬

として、鎮痛剤や抗不安薬、筋弛緩薬を

用いますが、内服薬以外に体操や頚部･

肩のマッサージ、湿布にて改善すること

があります。

す。薬を内服する際は、主治医の先生と

よく相談し、適正な用法･容量を守るよ

うにしましょう。

頭 　 痛

よくある頭痛の症状と治療

おわりに

部長　平澤　基之
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東京臨海病院 区民公開講演会
のお知らせ

　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。

第５回目となります今回は、 『心筋梗塞』 『動脈硬化』についての

講演を行います。みなさまのご来場を心よりお待ちしております。

第５回 東京臨海病院 区民公開講演会
のお知らせ

定員
250 名
定員になり次第
締め切り

201３. ５.１１ （土）

タワーホール船堀 （小ホール）

201３. ５.１１ （土）
１３:１５～１５:５０ （１２:５０受付開始）

東京都江戸川区船堀４－１－１

タワーホール船堀 （小ホール）

院内感染対策に関する取り組み院内感染対策に関する取り組み院内感染対策に関する取り組み 東京臨海病院　

感染予防対策委員会

１．院内感染対策に関する基本的な考え方

　当院の院内感染対策は、患者・家族はもとより、病院に関わる全ての人たちを感染から守るために「標

　準予防策」を基本とした対策と感染経路に応じた予防対策を実践します。また、病院内外の感染情報を

　広く収集して、院内感染の危険性及び発生に迅速に対応します。院内感染が発生した事例については、

　速やかに予防策の実施及び評価を行い、感染対策システムの改善に努めます。

２． 院内感染対策に関する取り組み事項　

　１）院内感染対策組織に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　感染対策に関する院内全体の問題点を把握し、改善策を講じるなど院内感染対策活動の中枢的な役

　　割を担うために、「感染防止対策委員会」を設置しています。委員会は月 1 回以上、また必要時には随

　　時開催します。さらに、実働部隊として「感染防止対策チーム（ICT）」を設置し、週 1 回の院内ラウン

　　ドやカンファレンスを行い、現場における感染問題に迅速に対応しています。

　２）院内感染対策に関する職員研修に関する事項

　　全職員を対象とした感染対策に関する研修会・講習会を年 2 回以上開催しています。また感染対策

　　マニュアルを院内のネット上からいつでも閲覧できるように整備し、感染防止のための基本的な考

　　え方や具体的な方法について、全職員へ周知を行っています。

　３）感染症発生状況報告に関する事項　　

　　薬剤耐性菌や院内感染上問題となる細菌の検出状況を週報として各職員に知らせ注意喚起します。

　　ICT で発生状況を把握し、必要に応じ感染対策の周知や指導を行います。

　４）院内感染発生時の対応に関する事項

　　院内感染が疑われる事例が発生した場合には、発生部署が ICT に報告します。ICT は速やかに現状の

　　確認、疫学調査を行い感染源や感染経路を特定して感染拡大を防止します。必要に応じて感染防止対

　　策委員会を招集し、各種の報告や連絡を行います。また、報告の義務付けられている感染症が特定さ

　　れた場合は、届出は基準に沿い速やかに保健所に報告し対応します。

　５）患者さんへの情報提供に関する事項

　　感染症の流行がみられる場合には、院内メールやポスター等の掲示を行い院内に情報提供を行いま

　　す。この取り組み事項をホームページや玄関ホールに掲載して、広く一般に公開しています。

日時

場所

「心臓があぶない！」
～意外と知らない心筋梗塞～

「血管があぶない！」

尾花　正裕（心臓血管外科）

野本　和幹（循環器内科部長）

◆第 1部

◆第２部

～意外と知らない動脈硬化～

「足があぶない！」

竹山　聡美（糖尿病看護認定看護師）

◆第 3部

～意外と知らない足のトラブル～

問合せ先 /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）
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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

２月　９・２３日
３月　９・２３日
４月１３・２７日

２・３・4月
土曜診療日

２・３・4月
土曜診療日

担　当

11 月末で退職した医師

河野　通循環器内科

鬼倉　基之循環器内科

クリスマスコンサートを開催しました。
　平成 24 年 12 月 14 日 ( 金 ) に｢ヘブンリー･クワイヤークリスマスコンサート｣を開催し、

入院患者さんを中心にたくさんの方が参加されました。

　日本のゴスペルブームのきっかけとなった、ヘブンリー･クワイヤーは「Amazing Grace」や

「Silent Night」「Oh Happy Day」など全７曲を披露し、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。

　患者さんや職員に、歌声という素敵なクリスマスプレゼントをいただきました。

 

平成 24 年 12 月に着任した医師を紹介します。

■資格■
　日本内科学会認定内科医
　日本循環器学会循環器専門医
　日本心血管インターベンション
　　　　　　　　　　治療学会専門医
■専門■
　狭心症、心筋梗塞、カテーテル治療

部長　野本　和幹
のもと　　かずみき

循環器内科

　平成 24 年 12 月から循環器内科に赴任い

たしました。今までは埼玉県の川口医療セン

ターで勤務しており、心臓の救急医療を主に

おこなっておりました。当院でも 24 時間対

応でスタッフ一丸となって診療にあたります

のでよろしくお願いいたします。

　平成 24 年 12 月 1 日より、斎藤忠則副院長が日本大学医学部より臨床教授として委嘱されました。

がん診療に携わる医師に対する

緩和ケア研修会緩和ケア研修会

12 月末で退職した医師

原田　弘子循環器内科

　平成 25 年 1 月 19 日（土）、20 日（日）に、「第 2 回 東京臨海病院 がん診療に携わる医

師に対する緩和ケア研修会」を当院で開催しました。がん診療を行ううえでの基本的な知

識やコミュニケーションスキルの習得を目的としており、今年は 16 名の医師と 6 名の

看護師が、グループワークやロールプレイを含めた緩和ケアの研修に参加しました。今

回、参加者の多くが当院のスタッフということもあ

り、打ち解けられるのも早く、積極的に意見交換を

されていました。2 日間にわたっての疼痛・症状緩

和、コミュニケーションスキル、在宅緩和など充実

した研修内容となっており、この緩和ケア研修を受

けた医師の診療では「がん性疼痛指導料 200 点 /

月」の算定となっております。

　今後も毎年研修会を開催させて頂き、当院ならび

に近隣地域の緩和医療の向上に努めます。
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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１２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12月1日現在）：81 名

外来延患者数：19,871名

入院延患者数：  9,209名

手術件数：233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･･･「尿路結石～泌尿器科～」を予定しております。

編集後記・次回予告

 
 りはびり小話

　当院のリハビリテーション室では、理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士が協力してリハビリを行っています。3 職種とも患

者さんの機能障害を改善し、日常生活や社会参加の質を向上す

ることを目的としていますが、専門性は異なります。

今回は「言語聴覚士」についてお話します。

　言語聴覚士は、「音声機能、言語機能または聴覚に障害のある者について

その機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検

査及び助言、指導その他の援助を行うことを業とする者」と定義されてい

る「ことば」を専門とする職種です。

　私たちの社会では、ことばによってお互いの気持ちを伝

えあい、人間関係を作っています。言語、聴覚、発声、発音、

認知などの機能が関係し、まとめてコミュニケーション能

力と言われています。

　ことばの障害では、脳卒中などによって起こる失語症が

一般的に知られています。失語症はことばを理解できな

い、ことばをうまく伝えられない、読み書きができないな

どの症状を引き起こします。他にことばの障害として、

聴覚障害、発達の遅れ、口腔・顔面器管の障害があります。

言語聴覚療法では、子どもから高齢者まで幅広く対象とし、コミュニケー

ションの問題に対してことばの練習を行います。

　近年、ことばの障害以外に食物を噛んだり飲んだりする摂食・嚥下の問

題にも対応することが増えています。これは摂食・嚥下障害とよばれ、口

から胃にいたるまでのいろいろな部分の問題で起こります。症状として

は、食事の時にむせが多くなった、食欲が低下した、痰が増えたなどがみら

れます。悪化すると誤嚥性肺炎という肺炎を起こすことがあります。

～言語聴覚士とは～

　昨年「あたりまえ体操」が話題となりましたが、当たり前とは元々、共同で収穫した

り、漁や狩をした時の一人当たりの取り分を言ったそうです。それぞれの働きに応じ

て分け前が決められたとか。当たり前が当たり前ではないことを改めて知った 3.11

からもうすぐ 2 年。人は慣れるとすぐに当たり前と思ってしまいますが、それは何ら

かの恩恵だったり、誰かの努力の末にあるということ。水や空気、生命があること。こ

の奇跡の積み重ねに感謝の気持ちを忘れずにいたいと思います。

　最後に、ことばや嚥下機能の改善の視点

だけではなく、障害があっても自分らしい

生活が送れるように援助することも重視し

ています。代替方法として、新しいコミュ

ニケーション手段の獲得や、どのような食

事なら安全に食べられるかなどの助言も

行っています。


