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　尿管結石は七転八倒する、起き上がれ

ないほどの痛みで、脂汗を流して苦しみま

す。しかし、病院に搬送された頃には痛み

がなくなっていることもよくあります。

　その尿管結石の痛みは、結石が腎臓と

膀胱をつなぐ尿管という管につまり、尿

の流れが悪くなることで起きます。また、

その後痛みがなくなったのでそのまま放

結石の疼痛

　尿路結石は、腎臓で作られた尿が固まって結石となるもので、とどまっている場

所によって、腎結石、尿管結石、膀胱結石、尿道結石に分類されます。一般的に、突然

の疼痛発作でびっくりして病院を訪れることになるのは尿管結石です。泌尿器科に

とって最も頻度の高い救急疾患です。今回はこの尿路結石について説明します。

泌尿器科

置してしまう人も多くいます。これが問

題で、何ヶ月かあるいは何年か経つうち

に、腎臓が拡張し、長期にわたると尿を生

成する腎実質が薄くなって腎機能低下

につながることになります。尿路結石と

いわれたら、医師に結石がなくなったと

いわれるまで治療を継続し、その後は再

発の予防に努める必要があります。

　カルシウム含有結石の場合、５年間で

３０～４０％の人が再発するといわれて

おり、再発予防が重要です。1 日の尿量が

２リットルくらいになるように、シュウ

酸含有量の少ない番茶、麦茶、ほうじ茶な

ど安価なお茶や水道水を摂取して尿を

薄くすることや、バランスの取れた規則

正しい食事を心がけることが一番です。

尿 路 結 石

結石の成分

結石の再発予防

医長　柚木　隆寛
　尿路結石のうち、膀胱・尿道結石は約

５％のみで、腎・尿管結石が９５％を占め

ます。その成分は７０～８０％がカルシウ

ムを主成分とする結石であり、そのほとん

どはシュウ酸カルシウムあるいはリン酸

カルシウムとの混合結石からなります。

結石の原因

　結石の約 80％は原因不明で、次いで尿流

停滞、尿路感染、高尿酸血症、長期にわたる

寝たきりなどが原因として挙げられます。

　寝たきりの場合、骨に機械的荷重がか

からないため、骨からカルシウムが血中

に放出されやすく、尿中のカルシウム排

泄量が増加します。併せて、尿流停滞を起

こす基礎疾患や尿路感染などのリスク

ファクターを有する場合も多いため、結

石が形成されやすくなると考えられてい

ます。

　食事に関しては食生活の欧米化、すな

わち動物性蛋白質や脂肪摂取量の増大

が、尿路結石の増加をもたらします。その

うえ、日本人の結石患者は朝食を欠食す

る人が多く、昼食は適当に済ませ、夕食を

多量に摂取する傾向にあります。このよ

うな食生活を送ると、夕食後の尿に結石

関連物質が多量に排泄されることにな

ります。また結石患者は、夕食時間が遅

く、就寝時間までの間隔が短い働き盛り

に多く見られます。尿中排泄物質は通常

食後２～４時間で最高濃度に達し、さら

に夜間、就寝中は発汗や不感蒸泄による

水分喪失量が多いため、結石関連物質が

濃縮され、結石形成につながると考えら

れています。

　したがって、夕食は軽くかつ、就寝４時

間前までに済ませることが結石の予防

にきわめて重要です。
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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）

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（心臓血管外科医長）

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）

5月12日は看護の日

新型インフルエンザ対策訓練を実施しました新型インフルエンザ対策訓練を実施しました
　３月９日（土）、江戸川区保健所･医師会と連携し当院主催の大規

模な「新型インフルエンザ対策訓練」を実施しました。

　強毒性新型インフルエンザが蔓延期に入り外来に患者が押し寄

せたと想定し、当院独自の「ドライブスルー方式」で診療を行うと

いうものです。この「ドライブスルー方式」とは、一般患者と新型イ

ンフルエンザ疑い患者を接触させない診療体制で、保健所や医師

会、地域の医療機関から多くの関心を集めています。

　今年も「看護の日・看護週間」がやってきます。

看護の日は、近代看護を築いたフローレンス・ナイチンゲール

の誕生日にちなみ、5 月 12 日に制定され、12 日を含む週の日

曜日から土曜日までの 1 週間が「看護週間」です。

　「看護の心をみんなの心に」をメインテーマに、全国各地で看

護に関するさまざまなイベントが開催されます。東京臨海病院

看護部でも同イベントを毎年開催し、患者さんのご家族や地域

の皆さんなど多くの方々にご参加いただいています。

　今年は外来エントランスホールにおいて、各種健康相談、血

圧、体重、体脂肪測定などの健康審査をはじめ、物忘れチェック

やいざという時に役立つ救急蘇生法などを予定しています。看

護の心を広く伝えていくためのキャンペーンをはじめ、体験

コーナー・相談コーナーを利用していただくことにより、皆さ

んの健康増進に役立てて頂けるような内容を企画しています。

当日は参加費無料です、お気軽にご来院ください。

フローレンス・ナイチンゲール

日程 /5 月 17 日（金）

時間 /13:30 ～ 16:00

場所 / 東京臨海病院１階

　　　エントランスホール

内容 /

健康相談、健康チェック（血糖

測定・ＢＭＩ測定・血圧測定・

体脂肪測定・物忘れチェック）、

リンパマッサージ、心肺蘇生方

法・ＡＥＤ訓練など
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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

４月１３・２７日
５月１１・２５日
６月　８・２２日

４・５・６月
土曜診療日

４・５・６月
土曜診療日

担　当

　キャンサーカフェは、がん患者

さんとご家族たちの交流の場です。

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。

平成 25 年度キャンサーカフェのお知らせ平成 25 年度キャンサーカフェのお知らせ平成 25 年度キャンサーカフェのお知らせ

【ミニ講座今後の予定】

お問い合わせ：がん相談支援センター

■場所 / 当院 2 階  第 1･2 会議室

のお知らせ
 

平成２５年４月～７月

●今後の「糖尿病教室」の予定

糖尿病の合併症の話

理学療法士
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

4/22（月）

（木）

（月）

（木）

（月）

（木）

（月）

5/ 9

5/20

6/13

6/24

7/11

7/22

日　時 テーマ 担　当

糖尿病の食事　基礎編
　～バランスよく食べよう～

薬剤師
糖尿病看護認定看護師

4/11（木）
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

糖尿病の運動
　～血糖値を下げる運動を知ろう～

糖尿病と足の関係
　～足を守るフットケアを知ろう～

糖尿病の食事
　～減塩と外食の調整を知ろう～

糖尿病の防災対策
　～その時が来ても慌てないために～

シックデイ
　～風邪やケガをしたときの対処法～

糖尿病の薬
血糖値の症状と対処を知ろう

管理栄養士

管理栄養士
糖尿病看護認定看護師

費用
は

無料

当日
参加可

出入り
自由

5/31（金）

6/28（金）

在宅療養に向けて②
　～自宅での点滴栄養管理･口から栄養を摂るための工夫～

日　程 担当者ミニ講座の内容

消化器内科医
管理栄養士

痛みのコントロール
　～痛みを和らげいきいきと生活するために～

緩和ケア認定看護師

4/26（金）
在宅療養に向けて①
　～介護保険の申請と利用可能なサービス～

医療ソーシャルワーカー

　2 月 28 日 ( 木 )、日頃から連携いただいている地域

の登録医をはじめ、医療機関の先生方にお集まりいた

だき地域医療連携情報交換会を開催しました。

　今回は、日本大学医学部内科学系循環器内科学分

野教授　平山篤志先生から「最新のイメージングに

基づく虚血性心疾患の治療戦略」と題するご講演を

いただき、その後懇親会を行いました。

　江戸川区医師会会長の玉城繁先生をはじめ、江東

区医師会副会長の佐藤明先生、すみだ医師会会長の

鈴木洋先生、浦安市医師会会長の小林澄子先生、市

川市医師会会長の吉岡英征先生ほか34名の先生方

にご出席いただきました。

　日頃のご支援ご協力に感謝し、和やかで有意義な

ひとときを過ごすことができました。ご参加くだ

さった先生方、ありがとうございました。

　

　特別講演

日本大学医学部内科学系

循環器内科学分野教授

平山篤志先生

▲

●時間 /14 時～ 16 時

●場所 / 当院 2 階  大会議室

●参加費 / 無料

※当日は直接会場までお越しください。

地域医療連携情報交換会を開催しました地域医療連携情報交換会を開催しました

　当院では月2回糖尿病教室を開催してい

ます。糖尿病とはどんな病気なのか、糖

尿病を悪化させないために生活の中で何

をすれば良いのかなど糖尿病専門医を始

めとした様々な職種が毎回講義、実技な

どを行っています。当院通院の有無に関

わらずどなたでもご参加いただけますの

でお気軽にご参加下さい。

4/26（金）,5/31（金）,6/28（金）,7/30（火）,8/27（火）,9/27（金）,

10/29（火）,11/29（火）,12/13（金）,1/31（金）,2/28（金）,3/25（火）

■時間 /14 時～ 16 時　ミニ講座 /14:30 ～予定（15 ～ 30 分程度）  
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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２５年２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２５年２月1日現在）：81 名

外来延患者数：19,663名

入院延患者数：  9,090名

手術件数：256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･･･「扁桃～耳鼻咽喉科～」を予定しております。

編集後記・次回予告

　寒く厳しい冬が終わって、春爛漫、新しい出会いに心躍らされる季節になりました。 

この時期になると、「お花見に行った？」と、挨拶がわりに声をかけたりしますが、お気に

入りの場所はありますか？ 私の好きなコースは、皇居東御苑内の桜を見た後、北の丸公

園に入り、千鳥ヶ淵をそぞろ歩きしながら、代官町通りを竹橋方面に行きます。千鳥ヶ淵

の桜が三方向から見られます。桜の満開が過ぎて、掘り割りがピンクに染まるのも趣があ

りますね。お花見はどちらにお出掛けになりましたでしょうか？

１．沸騰した湯に塩を入れ、なばなを茹でる。茹で時間は約 1 分。水分を切り、5 ㎝の

　 長さにカットする。

２．卵、塩、コショウ、植物油で炒り卵を作る。（材料①）

３．熱したフライパンにゴマ油を入れ、中火でたまねぎを炒める。たまねぎがしんな

　 りしたら、なばな、炒り卵、塩、中華だしを加えて、軽く炒める。材料全体がよく混

　 ざったら、火からおろし、器に盛る。

菜の花（なばな）

　菜の花は、春に黄色い可愛らしい花を咲かせ春の訪れを知らせてくれますが、

食材の「なばな」としても季節を感じさせてくれます。菜の花は、江戸時代までは

種子から菜種油を取る目的で栽培されており、食用とされたのは明治以降です。

食卓上の歴史は浅いですが、黄緑の彩りと、微かな苦み、軟らかい食感は、春の食

卓に変化を与えてくれます。

【菜の花（なばな）の栄養】

　栄養面では抗酸化作用のあるビタミン A、C、E を多く含み、冬から春への変わ

り目の体調を崩しやすい時期に最適な旬の食材といえます。また骨組成に関わ

る、カルシウム、マグネシウムや、貧血予防効果のある鉄分も多く含んでいます。

【菜の花（なばな）のレシピ】

　お浸しや炒めものにしても、食感が軟らかいため、当院の献立でも活躍してい

る食材です。ここで当院の「なばな」を用いた献立を紹介します。なばなの緑色と

炒り卵の黄色の組み合わせで、食卓に菜の花が咲いたような雰囲気を演出して

くれる献立です。

青菜（なばな）の卵炒め

材　料

栄養量

作り方

（４人分）

●なばな・・・・・・・１束（約 200ｇ）

●塩（なばな茹で用）・・１ｇ

●たまねぎ・・・・・・1/2 個

●塩・・・・・・・・・２ｇ

●中華だし・・・・・・２ｇ

●ゴマ油・・・・・・・２ｇ

（１人分）

エネルギー・・・80Kcal　　たんぱく質・・・3.9ｇ

脂質・・・・・・5.6ｇ　　　炭水化物・・・・４ｇ

＜材料①　炒り卵＞

●卵・・・・・・・・・１個

●塩・・・・・・・・・少々

●コショウ・・・・・・少々

●植物油・・・・・・・２ｇ


