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整形外科

関 節 リ ウ マ チ

医長 小林信一郎

関節リウマチの症状

　関節リウマチは全身のあちこちの関節が腫れる、進行性の比較的頻度の高

い病気です。日本人では人口の約０．５％、７０～８０万人くらいの患者さん

がいると言われており、けっして珍しい病気ではありません。

　関節リウマチの真の原因はまだ解明されていませんが、「生物学的製剤」の

登場により、ここ１０年で関節リウマチの治療が飛躍的に進歩しました。

　以前は発症してからゆっくりと関節の変形が進行する慢性疾患と思われ

ていましたが、いろいろな研究により、発症して早期、特に２年以内に最も症

状が進行することがわかってきました。そのため、なるべく早い段階から関

節破壊を押さえることが重要になってきました。

かん　 せつ

関節リウマチの治療法

　主な症状は、関節の痛みと腫れです。いろいろな関節が痛く

なることがあります。また、朝起きたときに手を動かしにく

い、足がうまく動かない、ということがよくあり、これは「朝の

こわばり」と呼ばれる特徴的な症状です。「疲れやすい、だる

い」といった体全体の症状が出ることもあります。

朝のこわばり

疲れやすい

だるい

関節の痛み

　治療法には、薬物療法、手術療法、リハビリ

テーションなどがあります。

　薬物療法の中心となるのは「メトトレキ

サート」という免疫抑制薬と、「生物学的製剤」

という体内の特定の標的に作用する薬です。

メトトレキサートは、免疫細胞が分裂すると

きに必要な「葉酸」という物質の働きを抑える

ことで、免疫細胞の増殖を抑える薬です。従来

は、抗リウマチ薬という穏やかな作用の薬を

使っても効果がない場合にメトトレキサー

トが使われていましたが、最近は最も効果的

な薬の一つとして最初から使われるように

なっています。

　関節リウマチの原因の研究が進み、様々な

免疫細胞やそれらから産生されるサイトカ

イン（細胞から分泌されるタンパク質の一種

で、他の細胞に情報を伝える働きがあります）

が炎症を起こすことが明らかになり、その中

でも炎症性サイトカイン（TNFα、IL-6 など）

を標的とした薬である「生物学的製剤」が出て

きました。現在７種類の薬が関節リウマチの

治療に使われています。これらの薬により病

気の進行を完全に止めることが夢ではなく

なりました。それに伴い、関節リウマチの治療

目標も、以前の「痛みを抑える治療」から「寛解

（症状が全くない状態）を目指す治療」に変化

してきており、完治可能になる可能性も見え

てきました。ただし、薬物療法の発達によって

多くの患者さんが寛解できるようになった

一方で、生物学的製剤などの強力な抗リウマ

チ薬をもってしても病勢を止められない方

も存在します。

　すでに関節破壊を生じて機能障害を認め

ている患者さんには、手術によって関節機能

の回復を図ることも選択肢の一つとしてあ

ります。人工関節置換術・滑膜切除術・関節

固定術など、患者さんの状態により様々な手

術法がありますので、まずは専門医を受診し、

ご相談ください。

　　　　　　＊　　＊　　＊

　関節リウマチは、適切な治療によって症状

を大幅に改善することが出来る病気です。最

近は、優れた治療法が登場していますので、い

まつらい思いをなさっている方も、前向きに

治療に取り組んでいただけることを願って

います。
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●今後の「糖尿病教室」の予定（平成 26 年１～ 3月）

糖尿病の合併症の話

理学療法士
糖尿病看護認定看護師

糖尿病専門医

糖尿病看護認定看護師

（木）

（月）

（木）

（月）

（木）

（月）

１/16

１/27

2/13

2/24

3/13

3/24

日　時 テーマ 担　当

薬剤師
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
低血糖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

●時間 /14 時～ 1５時

●場所 /2 階  大会議室

●参加費 / 無料

●申込み / 不要

※当日は直接会場までお越しください。

　月 2 回程度、糖尿病教室を開催していま

す。詳しくは、病院ホームページまたは院内

においてあるパンフレットをご覧下さい。

※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 /2 階 第 1･2 会議室

■費用は無料

■出入り自由

■当日参加可

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

2/28（金）

1/31（金）
抗がん剤治療の副作用対策
　～吐き気・食欲不振～

家庭で出来るリンパ浮腫のケア

薬剤師
管理栄養士

医療リンパドレナージ
セラピスト

日　程 講座内容 担　当

3/25（火）

■ミニ講座今後の予定（平成 26 年１～３月）

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

▲キャンサーカフェ

▲糖尿病教室

ICT times Vol.3

栄養科：青木 淳子

　ノロウイルスは、主に冬から春先にかけて感染性胃腸炎を引き起こします。食べ物が食中毒の

原因となる事もありますので、予防法を身につけましょう。

＜症状＞嘔吐、下痢、腹痛、発熱。感染してから 1 ～ 2 日後に発症します。

＜特徴＞感染力が非常に強く、吸い込むなどして、わずかなノロウイルスが体の中に入るだけで

　　　　感染します。感染者の嘔吐物・糞便には大量のノロウイルスが含まれています。

＜感染経路＞

＜感染予防方法＞

日常での感染予防

　・トイレの後、調理前はよく手洗いをしましょう。ノロウイルスは

　　アルコールなどの消毒薬では十分な消毒効果がありません。

　　石けんで 2 回手を洗う事を心がけ、手からノロウイルスを洗い落とす事が重要です。

食品からの感染予防

　・ノロウイルスは 85℃・1 分以上の加熱で死滅します。

　　二枚貝の生食は控え、中心部までしっかり加熱しましょう。

　・調理器具の洗浄、消毒を徹底しましょう。

　・野菜、果物などは十分に洗浄しましょう。

＜ノロウイルスに効果的な消毒方法＞

　熱湯消毒か次亜塩素酸ナトリウム（台所用漂白剤など）による消毒の 2 つです。

経路 1：人→( トイレ )→人

経路 2：人→飲食物→人

経路 3：食品→人

感染した人の糞便や嘔吐物を介して、人から人への感染

感染した人が十分に手を洗わずに調理し、ノロウイルスに汚染された

飲食物の摂取

ノロウイルスに汚染されたカキやしじみなどの二枚貝を生食または、加熱不十分で摂取

しっかり加熱！

よく手洗いを

しましょう！

抗がん剤･放射線治療中のスキンケア 皮膚･排泄ケア認定看護師

ノロウイルスによる食中毒を予防しましょうノロウイルスによる食中毒を予防しましょうノロウイルスによる食中毒を予防しましょう



 

 
Page3 

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

1月 11・25日
2月　8・22日
3月　8・22日

1・2・3月
土曜診療日
1・2・3月
土曜診療日

平成 2５年 12 月 2８日( 土 )～平成 2６年 1 月３日( 金 )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(月)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。  
 12／30(月)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（土）

病院

レストラン

売店

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

○ ×
休業

× × × ×△
休業 休業 休業

8:00～
 17:00

８:00 ～
  10:30

東京臨海病院 『プチ植物園』（秋編）

休業

健康医学センターからのお知らせ

～新・オプション検査　開始～

■申込・問合せ先：東京臨海病院　健康医学センター　０３（５６０５）８８２２（直通） 

■受　付　時　間：月曜日～金曜日　午前９時～午後４時３０分    

※なお、私学加入者の方は、加入者料金で検診できます。   
※完全予約制となりますので、ご予約は日にちに余裕を持ってお電話下さい。   

「物忘れ検診」「物忘れ検診」

■料　金（平成 25 年 10 月現在）

１泊２日人間ドック 日帰り人間ドック 脳ドック A コース 物忘れ検診オプション

（消費税込）

６６,６７５円 ４７,２５０円 ６３,０００円 ５,２５０円

　平成２５年１０月から、「１泊２日人間ドック」「日帰り人間ドック」「脳ドック A」の

オプション検査として、「物忘れ検診」を新しく開始しました。最近物忘れが気になるとい

う方におすすめです。内容は、以下の流れ（①～③）で約１時間～１時間半かかります。 
   
① 問　診    
　事前に問診票を送付しますので、記入して当日持参していただきます。それを元に、

　検査当日の問診にて現状や検診を受けられる目的について確認します。 
② 認知機能検査実施　    
　認知機能全般と、記憶力を重点的に調べるものと２種類実施します。  
③ 結果説明    
　当日検査を担当した臨床心理士より、現在の認知機能や、物忘れの度合いについて、

　検査上でわかるところをお伝えします。    

④ 後日結果郵送    
　当日施行した検査データを、後日紙面で郵送させていただきます。再度当検診を受けら

　れる時などの参考にしていただけます。    

酔芙蓉（スイフヨウ）：朝のう

ちは純白の花、夕方になるにつ

れだんだん紅色になります。酒

を飲むとだんだん赤くなるのに

似ていることからこの名がつい

たそうです。

カリン：
カリンの果実です。砂

糖漬けや果実酒にする

と美味しいですね！

栗：

りっぱな栗が

収穫できました！

　　サルスベリ：比較的長い

　間紅色の花が咲いていること

から百日紅ともいいます。

×
休業

病　院
直通バス 通常 運休 運休 運休 運休 運休 運休土曜ダイヤ

27（金） ５（日）

通常営業（７:30 ～ 19:30）

休業 休業

× ×

運休運休

8:00～
 14:30

通常

（LO.14:00） （LO.16:30）
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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２５年１０月1日現在）：81 名

外来延患者数：  20,881名

入院延患者数：   9,443名

手術件数：  301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。

  

 

 

 

 

 

 

編集後記・次回予告

　今年は、異常気象の影響か ? 初夏から暑い日が続いたこともあり、冷え込みが一層

身にしみる季節となりました。今年も残すところわずかとなりましたが、猛暑に加え

竜巻・台風の発生も多く、日本列島を直撃した台風２６号による伊豆大島の土石流の

発生や、フィリピンを襲った台風３０号により多数の死傷者が出ました。痛ましい事

です。そんな中、明るい出来事もありました。富士山の世界遺産登録・東京オリンピッ

ク（２０２０年）開催が決定したことです。

　平成２６年は、なにごとにもおもてなしの心で接していきたいものです。

 
 りはびり小話 ～膝関節痛の予防～

　年齢を重ねるにつれ、体型の変化が生じやすいです。特に体重増加を認めや

すく、膝・腰への負担を自覚します。今回は『膝関節痛の予防』をテーマに簡単

に出来る運動を紹介します。

○体重増加と膝関節痛の関係

　　３年間で体重が１０％以上増えると膝関節への負担が増え、変形性関節

　症の危険性が高まるとされています。体重減少は、成人病の予防にもつなが

　ります。肥満ぎみの方は体重管理に努めましょう。

○膝関節の機能を効率良く改善する方法

　　変形性膝関節症の方を対象に、膝関節の機能変化を集計すると『体重減少

　＋運動療法』の組み合わせが最もよい結果を認め、膝関節の変形を防ぎ、膝

　関節痛が緩和されました。

　　膝関節痛に対し運動療法は効果があり、薬物療法と同様の効果があると

　考えられています。

○効果がある運動

　　膝関節内の負担を改善させるには、立ってからだを支え、しっかり動くの

　に必要な股・膝関節周囲筋群の筋力強化、ストレッチ運動が重要とされます。

○自分で出来る運動

○運動の注意点

　　腰、膝・股関節に持病がある方は必ず、かかりつけ医師に相談しましょう。

　また食後 30 分以内に運動を行うのはなるべく避けましょう。運動する際

　は、自然に呼吸しながら、呼吸を止めない事が重要です。ストレッチの強さ

　は痛みがなく、伸ばされている感覚がわかる程度が適切です。運動は 1 日

　１セットからはじめ、運動が習慣的に行えるようになったら、1 日 2 ～ 3

　セットを目指しましょう。

①背もたれに寄りかからずに椅子に浅く座

　り、膝を伸ばしたまま足を持ち上げます。

②膝を伸ばした状態を５～１０秒間保ち、　

　ゆっくりと足を床に下ろします。

③この運動を 1 セット 5 回行います。

①両手を膝の上に置き、足を伸ばした坐位で、

　まず足首を持ち上げます。

②ゆっくりと前にかがみ、もも裏・膝裏のハ

　ムストリングス筋を伸ばします。

③20 秒間持続的に伸ばします。

④この運動を 1 セット 5 回行います。

膝関節伸筋の筋力強化 ハムストリングス筋のストレッチ運動

▲
① ②

①

②

・・・・・

★年末年始のバス運行は、
P.3 をご参照ください。


