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小児科

夏に多くみられる
　　　　　子どもの病気

部長 新妻　隆宏

「夏かぜ」の原因

　夏に子どもにみられる「夏かぜ」という病気を聞いたことが

ありますか。「夏かぜ」という病気は一体何でしょうか。

「夏かぜ」は、夏に流行する、発熱をきたすいろいろな病気を含

んでいます。

　多くのウイルスが「夏かぜ」には関係して

います。ウイルスというと、冬にはインフル

エンザウイルスが世間を騒がせます。いろい

ろな病気の原因となる病原体であることには

間違いありません。

　「夏かぜ」の原因の主役は、「コクサッキー

ウイルス」や「アデノウイルス」など【エン

テロウイルス】と呼ばれるウイルスの１群で

す。これらのウイルスは口から感染して、ヒ

トの体内に侵入し、増殖することで病気を引

き起こします。
　　　　　　　＊　　　＊　　　＊

　代表的な「夏かぜ」としては、『手足口病』

や『咽頭結膜熱』などがあります。

主な症状と予防

　『手足口病』は、「コクサッキーウイルス」

などが原因です。主な症状は、手のひらと足

の裏・口の中に直径 2 ～ 3mm 程度の大きさ

の発疹が拡がります。発疹の内部は白く、そ

の周りが赤くなる水疱のような発疹です。口

の中に発疹ができると痛みを伴い、刺激物（あ

つい・辛い・酸っぱい・しょっぱい）などの

食べ物が口に入ると痛みが強く、食事がつら

くなります。そのため、子どもの場合、食事

や水分を摂ることができない場合があり、脱

水が心配です。　

　通常私たちの体は、半分以上が水分で構成

されています。この水分が足りなくなれば、

血の巡りが悪くなり、体に悪影響を及ぼしま

す。脱水が重度になると命に関わることもあ

ります。水分を補給することは非常に大事で

あり、とくに夏は汗や知らないうちに体から

水分がでてしまう不感蒸泄（ふかんじょうせ

つ）で体から水分・塩分が抜けていくことが

多いので気をつけないといけません。

　また、手足口病とは違う「夏かぜ」に『咽

頭結膜熱』があります。これは「アデノウイ

ルス」という別のウイルスが原因となります。

学校が夏休みに入る頃に毎年流行のピークを

迎えます。「プール熱」という名前がつくこと

からも夏に流行する病気だなと予想できると

思います。

　症状は病気の名前のとおり、咽頭炎・結膜

炎・発熱をきたします。具体的には、のどの

痛み・異物感が主な症状であり時折、頭痛・

はなみず・せきがみられます。結膜炎は目の

痛み・赤み・目やにです。これは外から見て

一番わかりやすい症状です。病気の発症は発

熱から始まることが多く、次第にその他の症

状があらわれます。

　ウイルスに感染してから発症に至るまでの

期間を潜伏期間と呼んでおり、『咽頭結膜熱』

は５～７日間くらいと言われています。『咽頭

結膜熱』は学校保健安全法という法律によっ

て、治るまで学校に行けないことになってい

ます。発熱などの症状が消えて２日経過する

と登校が許されます。それだけ周囲に伝染す

るおそれがあるウイルスなのです。
　　　　　　　＊　　　＊　　　＊

　ウイルス感染から身を守るためにマスク・

手洗い・うがいを行うことが大切です。
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●今後の「糖尿病教室」の予定（平成 26 年９～ 10 月）

（木）

（月）

10/ 9

10/20

日　時 テーマ 担　当

●時間 /14 時～ 1５時（13:40 開場）

●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。

理学療法士
糖尿病看護認定看護師

（木）

（月）

9/11

9/22 糖尿病の運動
　～血糖値を下げる運動を知ろう～

糖尿病の薬

低血糖の症状と対処を知ろう

糖尿病の合併症の話

【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 /2 階  第 1･2 会議室

費用
は

無料

当日
参加可

出入り
自由

9/30（火）

日　程 担当者ミニ講座の内容

「社会資源」を知ろう 医療ソーシャルワーカー10/31（金）

管理栄養士

■時間 /14 時～ 16 時　

　ミニ講座 /14:30 ～予定
　　　　　　　　　　（15 ～ 30 分程度）  

糖尿病専門医

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～

　キャンサーカフェは、がん患者さん･ご家族同士の交流の場です。

がんの診療や療養生活に関する質問や悩みなどのご相談もお受け

しております。毎回ミニ講座も開いておりますので、

どうぞお気軽にご参加下さい。

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

【がん相談支援センター】

1階「売店」前です。

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８回 東京臨海病院 区民公開講演会」のお知らせ

今回のテーマは…

 

薬剤師
糖尿病看護認定看護師

のお知らせ
 　当院では、月に 2 回程度、糖尿病教室を開催しております。

　現在、糖尿病患者は増加の一途を辿り、糖尿病の可能性を否定できない

人を含めると 2200 万人以上となっております。40 歳以上の２人に 1 人は

糖尿病の時代がやってきました。明日は我が身というべき病気ですが、知れば決して怖くはありません。

糖尿病加療は世界的に大きな転換期にあり、新薬も続々と開発・販売されてきております。早期より生活

指導を含めた加療を開始し、いかに合併症を

未然に防ぐか、また進行した合併症を停止さ

せるか、糖尿病専門医を始め、認定看護師、日

本糖尿病療養指導士、管理栄養士、薬剤師、理

学療法士など専門スタッフが丁寧に教えま

す。お気軽にご参加ください。

手術後や抗がん剤治療中における
　　　　　　ご家族での食事の工夫

●日時 / 平成 26 年　 　　　　　　　　　　（土）

●場所 / タワーホール船堀（小ホール）
★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）

13:15 ～ 15:50（12:50 受付開始）

江戸川区船堀 4-1-1

10 月 18 日

「女性のがん」と「男性のがん」
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。

「女性のがん ～子宮がん･卵巣がん～」
「リフレッシュ体操」
「男性のがん ～前立腺がん･精巣がん～」

河合　尚基（診療総部長・産婦人科部長）

笠原　剛敏、中村なな実、小原　唯（リハビリテーション室スタッフ）

斎藤　忠則（副院長・泌尿器科部長）

第１部

第２部

体 操

参加費
無料

定員
250 名
定員になり次第

締め切り
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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

9月13・27日
10月11・25日
11月  8・22日

９・10・11月
土曜診療日

９・10・11月
土曜診療日

ICT times Vol.7

６月末で退職した医師

整形外科 木村　雄太

産婦人科 中尾　仁彦

 

平成 2６年７月に着任した医師を紹介します。

■資格■
　日本整形外科学会専門医

■専門■
　外傷、整形外科一般

医員　金　明浩
きむ　　みょんほ

整形外科

小児科

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　渡邉 建一郎
わたなべ　けんいちろう

医員　石川 有希美
いしかわ　　あきみ

■資格■
　PALSプロバイダー
　NCPRプロバイダー

■専門■
　小児科一般

七 夕
　６月 1６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。ご自

分やご家族への願い等、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…

屋 上 庭 園
　『患者さんや、職員が癒される花壇をつくり

たい。』という思いで園芸部を発足させ、今年

初めての夏を迎えています。

　夢であった「ひまわり畑」にはまだまだほど

遠い感じですが…今後もみなさまに愛される花

壇作りを行いたいと思います。炎天下や、強風

に負けずに咲いているお花をこれからも見守っ

ていただければと思っております。

　農薬など使用していないため、お花に虫がつ

いていることがあるので、手を触れずに楽しん

でいただければ幸いです。

～園芸部の活動～

ひまわり ゴーヤ

　肺炎球菌は、日常の社会生活で感染する病気の重要な原因菌です。特

に高齢者の肺炎の原因菌としては最も多く、また小児の髄膜炎・菌血症

といった重症感染症の原因菌としても割合が多いです。

　高齢者の肺炎球菌感染予防に、以前から『23 価多糖体肺炎球菌ワクチ

ン（PSPV23）』が効果を認められていましたが、免疫が未熟な乳幼児

では効果が得られていませんでした。しかし、『結合型肺炎球菌ワクチン』

では感染予防に効果が認められていました。

　欧米に遅れること 10 年、2009 年にようやく日本でも７種類の肺炎球菌を予防する

『７価結合型肺炎球菌ワクチン（PCV7）』が小児に接種できるようになり、小児の定

期予防接種に組み込まれ、侵襲性肺炎球菌感染症は明らかに減少してきました。この効

果的な PCV7 は、2013 年には 13 種類の肺炎球菌を予防する『13 価結合型肺炎球

菌ワクチン（PCV13）』となり、さらに効果的なワクチンとなっています。

　この PCV13 は高齢者でも肺炎罹患を予防するためにも効果的です。小児の髄膜炎、

高齢者の肺炎を予防するために効果的な PCV13 は今後、日本でも重要度の高いワクチ

ンとなってきます。

高齢者に『結合型肺炎球菌ワクチン』適応拡大高齢者に『結合型肺炎球菌ワクチン』適応拡大高齢者に『結合型肺炎球菌ワクチン』適応拡大

東京臨海病院
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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２６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２６年６月1日現在）：83 名

外来延患者数： 19,386 名

入院延患者数： 8,999 名

手術件数： 265 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：丹正　勝久
◆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･･･「AED ～救急科～」を予定しております。

編集後記・次回予告

 
 りはびり小話

～肩の痛みの予防～
　首や肩のこりは、日本人に多い症状と言われています。今回は『肩の痛みの予

防』をテーマに、簡単にできる運動を紹介します。

○肩関節の特徴

　ヒトの関節の中で最も大きく動かせる場所が肩関節です。ゆっくりと腕を回し

てみるとわかるように、全方向に動かせます。こうしたスムーズな動きを可能に

しているのは、腱板（小さな筋群と腱の集合体）、滑液包（動きをスムーズにする液

の袋）、肩の靭帯・筋肉とされ、それぞれがしっかり役目を果たしているからです。

○肩の痛みの特徴

　年齢を重ねるにつれ、腕を動かす機会が減り、首・腕・肩の柔軟性がなくな

ります。そして、血行が悪くなることで肩関節の働きが損なわれ、肩の痛みを出

現しやすくさせます。多くの肩の痛みの原因はさまざまですが、『加齢』、『姿勢

の悪さ』、『運動不足による積み重ね』と言われています。

○効果のある運動

　肩関節内の負担を日ごろから減らすには、首・腕・肩につく筋肉のストレッ

チ運動と腕の挙上運動が有効です。

○自分で出来る運動

○運動の注意点

　首、肩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避けましょう。運動する際は自然に呼吸をしな

がら、呼吸を止めないことが重要です。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両手を組み、肩の高さでまっすぐ腕を伸ば

　します。

②肘を伸ばした状態で背中を丸めながら、腕

　を押し出します。

③この姿勢で 15 秒間持続的に首･腕･肩の筋

　群を伸ばします。

④この運動を１セット５回行います。

①両手を組み、腕を頭上に向かって挙げます。

②肘を伸ばし、また出来るだけ背筋を伸ばし

　ます。

③この姿勢で 10 秒間保ちます。

④この運動を 1 セット 10 回行います。

首･腕･肩につく筋肉のストレッチ運動 腕の拳上運動

　通勤の電車のなかが少しすくようになると、ああ、子供たちは夏休みなんだな

あと実感します。宿題が少し重荷ではありますが、真夏の陽とプールの水の冷た

さを楽しんだ時代が懐かしく思い起こされます。また、今と違って、

冷たいアイスキャンディー１本がご馳走であったのは若い皆さん

には連想ができないでしょうね。それぞれの夏休みの思い出を

糧に、年末までもう一頑張りしましょう。


