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　扁桃はのどに存在するリンパ組織

で、いわゆる外から入ってくるばい菌

などと戦う場所として活躍していま

す。通常は人間の体力、つまり免疫が

働いてくれるので、戦って勝っていま

す。それが元気な状態です。ところが、

過労・ストレスや喫煙・アルコール

などの刺激により体力が弱まると、細

菌やウィルスに負けてしまって炎症

を生じます。これが急性扁桃炎という

状態です。たいてい高熱をともない、

痛みで食事がままならなくなります。

一般的にはうがいや体力の回復で改

善しますが、体力が弱っている場合に

は抗生剤や解熱鎮痛剤が必要になり

ます。さらに薬が飲めない場合には点

滴や入院が必要になります。この扁桃

炎を年に４回以上繰り返す場合には

手術加療が必要になります。この場合

扁桃の大きさは関係ありません。そう

ならないためには手洗いやうがいを

励行し、睡眠を十分とり、過労を避け、

摂生に努める、などの生活全般の見直

しが必要です。

＊　＊　＊

　また、扁桃は口を開けて見える口蓋

扁桃と鼻の突き当たりにあるアデノ

イドがありますが、これらの扁桃が大

きいことで不都合なことが生じるこ

とがあります。特にまだ気道が細い子

供に多いのですが、大きな扁桃が飲み

込むときの邪魔になってしまい食が

細くなることや、肉のようなすじばっ

たものを飲み込めないことがありま

す。さらに空気の通り道が大きな扁桃

でふさがれてしまい、口で呼吸をした

り、寝ている間にいびきをかいたり息

がとまってしまうこともあります。熱

耳鼻咽喉科

や咽頭痛のエピソードがなくても睡

眠時の無呼吸があるときには手術の

適応になります。

＊　＊　＊

　よく「扁桃をとると肺炎になりや

すくなるときいた」とおっしゃる方

がいらっしゃいますが、それは３歳

までの話です。３歳までは扁桃が重

要な免疫を司っています。そのため、

小児では４歳以上になるのを待って

から手術することもあります。また、

扁桃は６歳から８歳頃まで生理的肥

大といって、体の成長とともに自然

に大きくなります。特にアデノイド

は４歳の時に手術しても６歳でまた

大きくなって口呼吸になる子供もい

ます。アデノイドが大きいことで口

呼吸をしているとなんとなくぼーっ

とした顔になりますが、これをアデ

ノイド顔貌と呼んでいます。

＊　＊　＊

　最近、手術は大人でも子供でも全

身麻酔で行います。これはのどには

咽頭反射という反射があるため触る

と「おえっ」となってしまうからで

す。そしてのどは飲み込んだり話す

ときには動くところなので術後の再

出血の可能性があります。そのため

術後は安静が大切で約１週間の入院

となります。

＊　＊　＊

　よくのどが痛くなる人やいびきを

かく人、無呼吸の可能性がある人は

一度耳鼻科で診察を受けるといいと

思います。

扁 　 桃

医長　鈴木　理恵
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平成 25 年３月～５月に着任した医師を紹介します。

■資格■
　身体障害者指定医（呼吸器機能障害）

■専門■
　呼吸器病学

部長　小久保　豊
こくぼ　　　ゆたか

呼吸器内科

■資格■
　ICD認定医、日本小児科学会専門医
　日本感染症学会指導医
　抗菌化学療法指導医
■専門■
　小児感染症

部長　新妻　隆広
にいづま　　たかひろ

小児科

■資格■
　日本形成外科学会専門医
■専門■
　形成外科一般、創傷治療、
　乳房再建 再建外科、
　レーザー治療

猪股　直美
いのまた　　　なおみ

形成外科

■資格■
　日本外科学会認定医
■専門■
　呼吸器外科学、
　胸腔鏡下手術

■資格■
　日本形成外科学会専門医
　日本医師会認定産業医
■専門■
　形成外科一般、レーザー
　治療、皮膚外科、外傷、
　美容皮膚

■専門■
　形成外科一般、
　フットケア

■資格■
　日本小児科学会専門医
■専門■
　小児科一般、小児循環器

■資格■
　日本外科学会専門医
　検診ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ読影認定医
　日本乳癌学会乳腺認定医
■専門■
　乳腺科

■専門■
　小児科一般、精神発達

■専門■
　小児科一般

■専門■
　産婦人科一般

■資格■
　日本内科学会認定内科医
■専門■
　循環器内科一般

３月末で退職した医師

阿部　信二循環器内科

勝盛　宏循環器内科

４月末で退職した医師

岩﨑　奈央産婦人科

■資格■
　PALS　Provider
■専門■
　小児科一般

■資格■
　ICLSインストラクター
■専門■
　消化器外科、外科一般

稲見　浩平形成外科

横内　裕佳子小児科

鹿島　京子小児科

髙松　昌徳小児科

片山　寿希緩和ケア内科

小澤　亮小児科

毛利　かの子外　科

神野　彰消化器内科

神田　憲吾形成外科

縄田　麻友形成外科

呼吸器内科

小児科

森　瑛子産婦人科

中川　竜一小児科
後期研修医

行田　悠外科
後期研修医

後期研修医

初期研修医

五十嵐弘之 佐藤まゆき 滝澤　悠己

中島　朋 増田えりか 右田　卓 吉田　晶南

外科

松平　慎一
まつだいら　しんいち

いがらし　ひろゆき さとう　　まゆき たきざわ　　　ゆうき

なかじま　　とも ますだ　　えりか みぎた　　すぐる よしだ　　　あきな

　本年４月に着任いたしました。呼吸器外科の

スタッフも増員となっており、今後も地域にお

ける呼吸器疾患全般の治療を行っていきたいと

思います。

　このたび４月より小児科に着任いたしまし

た。一般小児科に加え、ワクチンを含めた感染

症の相談、診療をさせて頂いております。

藤原　摩耶小児科

福田　清香小児科

５月末で退職した医師

白川　清吾小児科

■資格■
　日本内科学会認定内科医
■専門■
　消化器内科一般

医長

呼吸器外科 形成外科

形成外科

小児科外　科

小児科

小児科

産婦人科

循環器内科

小児科 外　科

消化器内科

医員 医員

医員 医員 医員

医員 医員 医員

医員 医員 医員

医員

宮本　哲也
みやもと　　てつや

橋本 麻衣子
はしもと　　まいこ

遠藤　剛史
えんどう　　たけし

小林　真紀
こばやし　　 まき

岩本 奈織子
いわもと　　なおこ

池尻　佳奈
いけじり　　　かな

藤井　仁深
ふじい　　　ひとみ

浜野　愛理
はまの　　　　えり

阿久津 尚孝
  あくつ　　なおたか

上田　琴葉
うえだ　　　ことは

藤野　一厳
ふじの　　かずよし

倉下 恵里奈
くらした　　えりな
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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

６月　８・２２日
７月１３・２７日
８月１０・２４日

6・7・8月
土曜診療日
6・7・8月
土曜診療日

担　当

　平成 25 年 5 月 11 日（土）「タワーホール船堀」において、第５回東京臨海病院区民公開講

演会を開催いたしました。演題は、循環器内科部長 野本和幹による『心臓があぶない！』

心臓血管外科医長 尾花正裕による『血管があぶない！』糖尿病看護認定看護師 竹山聡美に

よる『足があぶない！』でした。参加者の方々は熱心に耳を傾け、中にはメモを取っている

方もいらっしゃいました。

　次回の区民公開講演会は、平成25年10月19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。

『第５回 東京臨海病院区民公開講演会』を開催しました。

平成25年５月 17日（金）『看護の日 イベント』を開催しました。

▲山本保博病院長 ▲心臓血管外科
　医長　尾花正裕

循環器内科
部長　野本和幹

糖尿病看護認定看護師
竹山　聡美

▲▲

クールビズ
実 施 中

●●●●●●●

●●●●●●●

６/1 ～ 10/31

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。

ご来院の皆様のご理解と

ご協力をお願い申し上げ

ます。

　今年は初めて平日に開催しま

した。土曜日開催に比べ参加者

は少なめでしたが、『大変役に

たった』という良いご意見をた

くさん頂くことができました。

次年度は、更に多くの方々のお

役に立てるようなイベントを企

画してお待ちしております。
▲健康審査

▲心肺蘇生法

リンパマッサージ

▲

 

熱中症予防！水分だけでなく
適切な電解質（塩分）も摂取しよう。

熱中症熱中症熱中症

　　　　　　　　　2010 年の夏を覚えていますか？過去最高の暑さを記録し

　　　　　　　　た夏で、当院にも過去最高の熱中症の患者さんが運ばれてき

　　　　　　　　ました。あの夏以降、マスコミの熱中症対策の啓蒙もあり、

みなさん水分を良く摂取しているようで、重症患者さんの数は確実に減ってお

りますが、注意していただきたいのは水ばかり飲んでいる人も増えている事で

す。昨年、当院に搬送された熱中症関連の患者さんの約半数に、低ナトリウム

血症が認められました。みなさんご高齢の方たちでしたが、『熱中症にならな

いように水だけをたくさん飲んでいた』と口を揃えて言ってました。汗で塩分

を失い、それを水で薄めてしまっている訳です。体温上昇は防げますが、体内

の電解質が薄まってしまいます。低ナトリウムは意識障害・けいれんの原因と

なり、場合によっては重症化します。2010 年以降、各社より熱中症対策飲料

や飴が発売されております。

　2013 年は 11 年周期の太陽活動の極大期に当たるそうです。

今年の夏はどうなることでしょうか。前述の製品を上手に摂取

して、今年の夏も安全に乗り切っていただきたいと思います。
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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 10  35 05 35 
10 12 56 12 40 
11 21 59 11 48 
12 31　56 38 
13 26 26 
14 01 46  
15 31 59  
16 26 56  
17 31 56  
18   

 

時 平 日 第2･4土曜日 

7 54 54 
8 24 59 24 54 
9 24 24 
10 01 45 01 29 
11 10 48 00 37 
12 20　45 27 
13 15　50 15 
14 35  00 
15 20 48  
16 15 45  
17 20 45  
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４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４月1日現在）：82 名

外来延患者数： 19,973名

入院延患者数： 9,621名

手術件数： 293 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･･･「大腸がん～外科～」を予定しております。

編集後記・次回予告
　この号が発行される頃にはサッカー日本代表がＷ杯 2014 年ブラジル大会の出場を決めている

と信じていますが、その場合 1998 年フランス大会から連続５回目の出場になります。すっかりア

ジア地区ではＷ杯出場常連国といってもいいくらいの実績ですが、初出場を決めるまではなかなか

アジア予選を勝ち上がることができずに、1993 年のＷ杯アメリカ大会予選ではいわゆる「ドーハ

の悲劇」を経験しています。当時の日本代表でドーハの悲劇を知る今でも現役のプレイヤーがまだひ

とりいます。40 歳をゆうに超えた今でも現役であり続けるその姿はまさにキングと呼ぶにふさわ

しいものであり、高いプロ意識や衰えない向上心はぜひとも見習いたいものです。

 
 

 

　江戸川区の高齢者や障害者の福祉事業が平成 25 年 4 月 1 日より大幅に改訂されま

した。残念ながらサービスや手当類の削減が目立ちます。その中から、患者さんの生活に

関わるいくつかの事項について変更内容をお伝えします。

● 手当の併給制限
　児童育成手当【障害手当】（月額 15,000 円）、心身障害者福祉手当（月額 15,000 円）、

　難病患者福祉手当（月額 12,000 円）を２つ以上受給している場合は、１つのみしか受

　給できなくなりました。

● 難病患者福祉手当の年齢および疾病の支給制限
　年齢制限のなかった難病患者福祉手当の支給が 65 歳以上は対象外になりました。ま

　た、メニエール病や関節リウマチなどの区の独自の特定疾病も対象外になりました。　

　（すでに区独自の指定疾病で手当を受給している方は、今までどおり更新により継続受

　給できます。）

● 熟年者激励手当の減額および対象者制限
　熟年者激励手当（在宅で生活している介護保険の要介護４または５の認定を受けてい

　る 60 歳以上の方への手当）が月額 25,000 円から 15,000 円に減額され、対象者が

　「住民税非課税世帯」に限定されました。（従前の受給者の受給額は変更されません。）

● 補聴器購入費助成の支給制限および再助成の廃止
　聴力が低下した 65 歳以上の方に対して補聴器購入費を 20,000 円まで助成する制

　度の対象者が「住民税非課税者」に限定されました。また、聴力悪化を理由に 1 回限り

　再助成していたものはなくなりました。

● 福祉タクシー券の減額
　福祉タクシー券（身体障害者手帳もしくは愛の手帳の定められた等級に該当している

　方のタクシー代を助成する制度）の助成金額が、月額 6,000 円から 3,000 円に減額

　されました。

● 紙おむつ費用の自己負担発生
　紙おむつ等の支給及び、紙おむつを持ち込めない病院に入院した際のおむつ使用料の

　助成（共に月額上限 9,000 円）に 1 割の自己負担が必要となりました。

● ケア機器給付制度の対象年齢引き上げ・品目削減・自己負担発生
　ケア機器給付制度（60 歳以上の方に歩行車や腰掛便座などの 10 品目を無料で給付

　していた制度）の対象年齢が 65 歳以上に引き上げられ、品目は歩行車（シルバーカー）

　のみとなり、1 割の自己負担が必要となりました。

平成 25 年度

江戸川区 福祉事業 改訂のポイント

平成 25 年度

江戸川区 福祉事業 改訂のポイント

＊平成 25 年 6 月 3 日（月）ダイヤ改正


