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大 腸 が ん

部長　織畑 道宏

 

　大腸がんは、早期では症状がないこと

が多く、自分では気がつきません。進行

すると腫瘍のために、血便、腹痛、下痢、

便が細くなるなどの症状が出ますが、よ

く見かける症状なので放置しがちです。

　さらに進行すると、大腸がつまった

症状を見落としてはいませんか？

　大腸がんに新しくかかる人の数（罹患数）は、平成 18 年の地域がん登録によると、女

性は乳がんに次いで2位、男性は胃がんに次いで2位となっています。しかし死亡率（年

齢調整死亡率）は、近年は減少傾向にあります。つまり、きちんと予防して、早期に発見す

れば、大腸がんは恐い病気ではないのです。大腸がんのことをよく知って、大腸がんに備

えましょう。

り、大腸に穴が開いたりして、お腹が

はって激しい腹痛や嘔吐・便秘などが

出現し、病院に駆け込むことになりま

す。一方で、原因のわからない貧血と診

断され、精密検査で大腸がんが見つかる

こともあります。

　大腸がんにかかる危険因子には、家族

に大腸がんの方がいること、内臓脂肪型

の肥満や糖尿病にかかっていること、赤

身肉や加工肉やアルコールを多く摂取す

ることなどがあり食生活の改善が重要で

す。たばこが、大腸がんの危険因子かどう

かははっきりしていませんが、多くのが

んの原因になるため、禁煙してください。

　一方、よく運動をすることは、大腸がん

を確実に予防します。　また、ニンニク、

牛乳、カルシウム、食物繊維などの摂取も

予防的に働くとされています。

　大腸がんに負けないために、日常生活

に気をつけてがんばりましょう。

大腸がん検診を受けましょう

普段から生活に注意しましょう

　早期の大腸がんを自分で発見すること

は困難ですが、早期に診断・治療が行われ

れば治る可能性が高いことも確かです。

　大腸がんの早期発見のために大腸がん

検診が行われています。わが国の検診ガイ

ドラインでは 40 歳以上の男女に、2 日法

の便潜血検査が推奨されており、検査結果

が 1 回でも陽性であれば、必ず精密検査

を受けるように指導しています。

早期発見が大切です

　大腸がんの治療は、病気の進み具合（病

期）によって治療法が選択され、病期が早

いほど予後は良く、進むほど予後は悪くな

ります。治療法も早期ほど侵襲が少ない治

療が選択でき、早期大腸がんの一部は、内

視鏡治療で切除が行われます。内視鏡治療

の適応を越えた大腸がんには、手術療法が

行われますが、開腹手術だけでなく、お

腹の小さな創から切除を行う腹腔鏡下手

術も行なわれます。

　また、抗がん剤を用いた治療（化学療法）

の進歩もめざましく、予後の改善をもた

らしています。

＊当院は、平成 24 年 4 月 1 日より東京都大腸がん診療連携協力病院の認定を受けました。
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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。

 

第６回　東京臨海病院

区 民 公 開 講 演 会区 民 公 開 講 演 会
Program 総合司会　松本　孝夫（副院長･健康医学センター長）

★ご参加には、事前申込が必要です。申込書（講演チラシ）に必要事項をご記入の上、FAX または院内１階に

設置してある「受付 BOX」へ投函してください。FAX 番号：03-5605-7586（東京臨海病院  企画経営課宛）

のお知らせ
 
●今後の「糖尿病教室」の予定（平成 25年 8月～ 11 月）

糖尿病の合併症の話

糖尿病看護認定看護師

管理栄養士

糖尿病専門医

９/12（木）

（月）

（木）

（月）

（月）

９/30

10/17

10/28

11/11

日　程 テーマ 担　当

糖尿病の薬の話
低血糖の症状と対処を知ろう

薬剤師
糖尿病看護認定看護師

管理栄養士

８/26（月）
糖尿病の食事　基礎編
～バランスよく食べよう～

理学療法士
糖尿病看護認定看護師

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～

糖尿病の運動
～血糖値を下げる運動を知ろう～

　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、

どなたでもお気軽にご参加ください。

　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。

 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
がん患者さん・ご家族同士の交流の場です
毎月ミニ講座も開いておりますので、どうぞご参加ください。

8/27（火）

9/27（金）

10/29（火）

11/29（金）
内服抗がん剤・
分子標的薬の服薬管理と副作用対策

がんに対する粒子線治療の適応

がん医療と社会的問題　～医療費・就労～

がんの闘病と健康食品

薬剤師
がん看護専門看護師

放射線治療医

医療ソーシャルワーカー

管理栄養士

日　程 講座内容 担　当

※詳細は、院内ポスターやホームページをご覧下さい。お問い合わせ：がん相談支援センター

■時間 /14 時～ 16 時

　ミニ講座 /14:30 ～

　　　　　（15 ～ 30 分程度）

■場所 / 当院 2 階 第 1･2 会議室

■費用は無料

■出入り自由

■当日参加可

“大腸がん”早期発見すれば怖くない

原口  美明（外科医長）

山田  俊夫（消化器内科部長）

●第 1 部

●第２部

質疑応答　/ 挨拶（閉会）　小林　滋（副院長）

『増え続ける大腸がん』 ～必ず受けよう検診～

便秘解消について

もっと知れば怖くない“大腸がん”●第３部

青木  淳子（管理栄養士）

～手術を中心とした治療について～

～内視鏡治療、薬物療法～

～“大腸がん”を寄せつけない～

タワーホール船堀周辺地図
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船堀
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日時

場所 定員になり次第
締め切り

参加費
無料

定員
250名

201３. 10.１9 （土）201３. 10.１9 （土）

タワーホール船堀 （小ホール）タワーホール船堀 （小ホール）

東京都江戸川区船堀４－１－１

13:15 ～ 15:50（12:50 受付開始）

■時 間 /14 時～ 1５時

■場 所 / 当院 2 階 大会議室

挨拶（開会）　山本　保博（病院長）　
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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

８月１０・２４日
９月１４・２８日

10月１２・２６日

８・９・10月
土曜診療日

８・９・10月
土曜診療日

 

平成 25 年７月に着任した医師を紹介します。

 

がんの診療や療養生活に関する疑問・質問、不安や悩みを

お抱えの方からのがんに関するご相談をお受けしております

  連絡は 

03-5605-8811 
来院時は 

がん相談支援センター 
 

注）がんの診断・具体的な治療法に関するお問い合わせはセカンドオピニオン外来をご利用ください

対　　象　　がん患者・家族、地域住民、医療者

対応時間　　9：00 ～ 16：00（平日）

担 当 者　　医療ソーシャルワーカー等（専門の相談員）、がん看護専門看護師

相 談 料　　無　料

申込み方法 ①電話：03-5605-8811（代表）

　医療ソーシャルワーカー、がん相談支援センターの看護師宛てにご連絡ください

②直接お越しいただく場合

　１階がん相談支援センターで、がん相談である旨をお申し出ください

 

■資格■
　日本小児科学会専門医
　日本ヘリコバクター学会
　　H.Pylori(ピロリ菌)感染症認定医
■専門■
　小児消化器疾患
　ヘリコバクター･ピロリ菌感染症

医員　幾瀨　圭
いくせ　　たまき

循環器内科

小児科

整形外科

産婦人科

■資格■
　日本産婦人科学会専門医

■専門■
　産婦人科一般

医員　中尾　仁彦
なかお　　 きみひこ

医員　藤沼　暢子
ふじぬま　　のぶこ

■専門■
　整形外科一般

　６月 17 日～７月７日まで、

病院１階にて七夕装飾を実施

しました。今年も、500 枚

近い短冊が飾られました。皆

様の願いがこもった短冊は、

神田明神で祈願しお焚き上げ

をお願いしました。皆様の願

いが叶いますように…

七 夕

６月末で退職した医師

松本　幹生整形外科

　江戸川区は、東京２３区のなかで公園面積『No.1』の区です。その中でも、江戸川区の南

側臨海町周辺には…広大な敷地に、豊かな緑と砂浜のある海辺を擁する『葛西臨海公園』をは

じめ、小川が流れる『親水公園』、動物園も併設する『行船公園』など、至る所で緑がいっぱ

いあります。そして、東京臨海病院の敷地内にも、『プチ植物園』といえる程、四季折々の様々

な草木を植えています。その一部をご紹介しましょう。

東京臨海病院 『プチ植物園』（春～初夏 編）

ビヨウヤナギ（美容柳）：花期は５～７月

頃で、病院前のバス通りにずら～っと咲

いていたので、お気づきになった方も多

いと思います。 ヤマモモ（山桃）：

駐車場付近で、

いっぱい実をつけていました。

脚立に昇り実を採って、甘酸っぱいジャム

を作っていただきました♪

アジサイ（紫陽花）：

ご存知、梅雨の時期

の風物詩として広く

親しまれています。
ミョウガ（茗荷）：

薬味の定番です。

ビワ（枇杷）：甘くておいしいビワが、実っ

ていると聞きカメラ片手に行ってみまし

たが、収穫後でした…
（イラストはイメージです…）

※小鳥たちも、

　果実を食べに

　　きてました。

クリ（栗）：収穫は９月～

１０月です！ビワの二の

舞にならないよう、必ず！

次号でお伝えしたいと思

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６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６月1日現在）：78 名

外来延患者数： 19,389 名

入院延患者数： 9,262 名

手術件数： 251 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･･･「”心房細動”って何？～循環器内科～」を予定しております。

編集後記・次回予告

＊平成 25 年 6 月 3 日（月）ダイヤ改正

 

【 お薬説明書について 】

　「お薬説明書」は、薬をお渡しする際に口頭で説明し、帰宅された後の使用方法、

注意点、副作用などを再確認できるように、薬と一緒にお渡ししております。

「お薬説明書」には、　①患者氏名・診療科・医師名　

　　　　　　　　　　　②品名、薬の記号と色　

　　　　　　　　　　　③効果・用法　

　　　　　　　　　　　④副作用　

　　　　　　　　　　　⑤注意事項　　　　が記載してあります。

今回は、それぞれの項目について簡単に説明させていただきます。

＊　　＊　　＊

【① 患者氏名・診療科・医師名】

　　処方された薬が、患者さん自身の薬であるかを確認するために、記載しています。

【② 品名、薬の記号と色】

　　薬品名、薬の写真が印刷されています。

　　一包化などで、シートから取り出された薬は、刻印されている記号・数字、

　　剤形・色によって確認できます。

【③ 効果・用法】

　　薬の作用と使用方法が記載されています。

　　（例えば、1日3回朝昼夕食後、1回に錠剤1錠服用 など）

　　薬品名と照らし合わせてご確認ください。

【④ 副作用】

　　記載された副作用は、全ての患者さんに起こるものではありません。

　　薬を安全に使用していただくために、副作用の初期症状を確認するためのものです。

　　車の運転や複雑な機械の操作などに影響を及ぼす、眠気などの副作用も記載してい

　　ますので、必ずご確認ください。

　　なお、お気付きの症状があれば、医師または薬剤師にご連絡ください。

【⑤ 注意事項】

　　食品、市販の薬、健康食品、他院で処方された薬との飲み合わせ。また、その薬を

　　使用するにあたって、注意していただきたい疾患などを、確認するために記載して

　　います。

　「お薬手帳」や「お薬説明書」は、他の医療機関を受診する際、現在使用している薬

の内容を知らせる大切な情報です。必ず持参するようにお願いいたします。

また、薬を使用する際、患者さんが安心して薬を使用できるよう「お薬説明書」に目を

通していただき、記載事項をご確認ください。

〔

　猛暑、酷暑、残暑と暑い日々が続いており、ついつい涼しい場所

へ籠もりがちですが、夏の風物詩も楽しみたいものです。夏祭り、

縁日、花火大会、どれも子供の絵日記の定番ではないでしょうか。

でも大人だって、楽しみなはずです。日中はあまりの暑さで、出歩

くのも避けがちですが、夕涼みを兼ねて、浴衣と団扇をお伴に、夏

のイベントに出かけてみるのもよいものです。


