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メンタルクリニック医長　髙瀨　真

子どもの虐待を見逃さないために

児童虐待の現状

子どもの虐待を見逃さないために

児童相談所全国共通ダイヤル　0570-064-000

　厚生労働省の報告によると、平成 24 年度に

児童相談所での虐待に対応した件数は 6 万

6701 件とのことでした。これは児童虐待防止

法（平成 12 年法律第 82 号）が施行される前

の 11 年度と比べると 5.7 倍に増加しています。

対応件数は減ることはなく、毎年右肩上がりに

上昇している状態です。

●虐待の定義について確認してみましょう。
　児童虐待は次の 4種類に分類されています。
①身体的虐待
　（殴る蹴るなどの身体的な暴力など）

②性的虐待
　（子どもへの性的行為、性的行為をみせることなど）

③ネグレクト
　（食事を与えない、学校へ行かせない、重い病気に

　  なっても病院に連れていかないなど）

④心理的虐待
　（言葉による暴力、無視、子どもの前で家族に

　  対して暴力をふるうなど）

　虐待のうち、24 年度の児童相談所における児

童虐待相談のなかで、身体的虐待が 35.3％と一

番多く、次に心理的虐待 33.6％、ネグレクト

28.09％、性的虐待 2.2％という内訳でした。虐

待をする側はどのような人か、24 年度のデータ

では実母が 57.3％と半数以上を占め、次に実父

の 26％となっています。また、虐待を受けた子

どもの年齢は、０～３歳未満で 18.8％、３歳～

小学入学前で 24.7％、小学生 35.2％、中学生

14.1％、高校生 7.2％で、小学生が一番多く、小

学校入学前までが 43.5％と高い割合になって

います。

　これらの数字から、主たる虐待者が両親であ

ることから家庭内で虐待が起こっており、かつ

虐待される子どもは、小学校入学前の年齢が多

いため、なかなか自分で SOS を発することや

虐待の状況から逃げることができず、虐待を発

見することが難しいと考えられます。

　それではどうすれば子どもの虐待を発見でき

るのでしょうか？

●まずは虐待を疑うポイントを挙げてみたいと
　思います。
①体に不自然な傷が多い。
②身なりが非常に不潔である。
③常にお腹をすかせている（体重の極端な減少）。
④表情が乏しく笑顔もあまりみられない。
⑤周囲に目を配りびくびくしている。
⑥不自然な時間に外を出歩いている。
⑦傷や家族のことに対して質問しても不自然な答えが多い。
⑧落ち着きがない。
⑨他人とうまくかかわれない。
⑩性的なことで過度に反応したり不安になったりする。

　これらがすべてではありませんが、このよう

なポイントを知っていることで目の前にいる子

どもが、もしかしたら虐待を受けているかもと

いう意識を持つことができるようになると思い

ます。

　子どもの虐待を見逃さないためには、まず虐

待かもしれないという意識をもって子どもを見

ることが大切になります。

　そして、疑いの段階で構いませんので児童相

談所に通告することが重要です。実際虐待かど

うかの判断をするのは児童相談所の役割ですの

で、虐待を疑う事実があった場合には速やかに

児童相談所に通告することが、児童虐待を見逃

さないための方法なのではないでしょうか。

態様別割合

関係別割合

年齢別割合
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■児童相談所における児童虐待相談
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中東呼吸器症候群（MERS）について中東呼吸器症候群（MERS）について中東呼吸器症候群（MERS）について

地域住民の方に向けた講演会やイベントを多数開催しています。
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5 月 12 日 【看護の日イベント】 を開催しました。

「第 9 回 東京臨海病院 区民公開講演会」 を開催しました。

　５月 12 日は『看護の日』です。近代看護の基礎を築いたフローレンス・ナイチンゲー

ルの誕生日に因んで制定されました。

　今年は、屋外テントでの開催を企画していましたが、台風の接近に伴い例年通りエ

ントランスホールでの開催に急遽変更となりました。イベント内容は、健康診査（血糖・

血圧・ＢＭＩ他）・健康相談（健康相談、栄養相談、介護相談）・救急蘇生体験（AED 含む）・

救急車見学会などを行い、延べ 189 名の方にご参加いただきました。

　参加者からは、「今後高齢化が進む中、介護に関する情報をもっと知りたい」

「子供に看護師の体験をさせたい」等のご意見をいただき、地域の中核病院と

しての役割を益々実感しました。

　今後も、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きた

いと思っています。

平成 27 年５月 16 日（土）　「タワーホール船堀」にて、

　　　『子どものこころとからだの健康』をテーマに講演会を開催しました。

子どもの精神障害

　　～不登校と発達障害～

髙瀨　真（メンタルクリニック医長）

子どものこころと身体疾患

　～ほんとうにからだの病気？～

　　新妻　隆広（小児科部長）

子どものほめ方・しかり方

　五十嵐　美代

（心理判定課主任・臨床心理士）

子どものほめ方・しかり方

　矢田　晴之

　（心理判定課・臨床心理士）

　中東呼吸器症候群（MERS）は、2012 年に初めて確認された「MERS コロナウイルス」が原因となる呼吸

器感染症です。主な発生源はサウジアラビアと言われていましたが、旅行者などによりヨーロッパやアフリカ、

アメリカ、アジアでも感染者が出ていました。2003 年に流行した SARS とは異なる病気です。

　これまで感染力は弱いとされていましたが、2015 年６月韓国において、１人の中東からの帰国者により

100 人以上の感染が確認されています。

　主な症状は発熱、咳、息切れなどの呼吸器症状を伴い急速に悪化するのが特徴です。MERS に感染しても症

状の現れない人や、軽症の人もいますが、高齢の方や、糖尿病、慢性肺疾患、免疫不全など基礎疾患がある方

は重症化する傾向にあります。もともと原因となった「MERS コロナウイルス」は、ヒトコブラクダやコウモ

リなど動物が持っていたと考えられていますが、人から人へは、咳やくしゃみなどによる唾液や、呼吸器の分
泌物の飛沫により感染すると考えられています。外出時のマスク着用や、こまめな手洗いといったインフルエ
ンザと同じような対策で十分防ぐ事ができます。
　仕事や旅行で中東などを訪問したあと、上記のような症状がありましたら直ぐに病院
に行くのではなく、まず【当院感染予防対策室】や【お近くの保健所】に相談し、病院を

受診してください。発熱や咳が出現したら直ちにマスクの着用をおすすめします。 マスク着用

手洗い



【７・８・９月の土曜診療日】
■受付時間■午前８時～午前10時30分　原則として予約診療はいたしません。
7月11・25日、 8月 8・22日、 9月12・26日

最新の医療機器を常に更新しています。
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日　程 担当者ミニ講座の内容

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。

　月２回程度、糖尿病教室を開催しておりま

す。糖尿病に興味のある方は、どなたでもご

参加いただけます。

（月）

（木）

8/10

8/27 管理栄養士糖尿病の食事　基礎編
　～バランス良く食べよう～

糖尿病とは
糖尿病の検査の話

費用
は

無料

当日
参加可

出入り
自由

お問い合わせ/がん相談支援センター
１階「売店」前です

にお立ち寄りください
　キャンサーカフェでは、がん患者さんやそのご家族の交流の場やミニ講座に加えて、個別相

談もお受けしています。薬のことや食事や栄養のこと、仕事や生活全般のことについて、ご心

配なことやおわかりにならないことなど、遠慮なくお尋ねください。

■時間 /14 時～ 16 時　ミニ講座 /14:30 頃予定（15 ～ 30 分程度） ■場所 /2 階  第 1･2 会議室 

糖尿病専門医
糖尿病看護認定看護師

7/31（金）

（休み）

管理栄養士
青木　淳子

7/ 9

7/27

管理栄養士

管理栄養士
シックデイ
　～風邪やケガをしたときの対処法～

糖尿病の防災対策
　～その時が来ても慌てないために～

（木）

（月）

糖尿病の食事
　～減塩と外食の調整を知ろう～

糖尿病看護認定看護師

クールビズ実施中

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

６/1 ～ 10/31 期間中、ノーネクタイ 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。

ご来院の皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

適切な水分補給で脱水予防
　～いろいろ試して飲んでみよう～

８月

を予防しましょう！これからの季節…
　6 月から 7 月にかけては、気温が上昇するとともに湿度が高くなる時期です。この湿気が多いジメジメした時期に、

【食中毒】が発生しやすくなります。平成 26 年度の東京都福祉保健局による食中毒発生状況は、1 位カンピロバクター・

2 位ノロウイルス・3 位アニサキスでした。1 位のカンピロバクター食中毒は、これから夏場にかけて起きやすいです。

　今回は、カンピロバクター食中毒の予防についてお話します。

●カンピロバクターとは…
　特　徴：動物（特にニワトリ、牛、豚など）の腸管内に生育する細菌

　食中毒の発生時期：夏場に多い傾向があるが、1 年を通じて発生する

　潜伏期間：2 ～ 7 日（平均 2 ～ 3 日）

　症　状：下痢、腹痛、嘔吐、発熱（38℃前後）など、手足に力がはいらなくなるといった症状のギラン・バレー症候群

　原因となりやすい主な食品：生肉・加熱不十分な肉料理

　原因となりやすい具体的なメニュー例：レバ刺し、とりわさ、牛たたき、レアステーキ、焼き鳥、ハンバーグ、焼き肉

●予防のポイント
　１．手洗い

　　・食事する前、調理する前には必ず手洗いをしましょう。

　２．肉は、生食・半生を避けて、十分な加熱を！

　　・中心温度が７５℃で１分以上加熱することが重要ですが、肉の赤身がなくなる（色が変わる）までが目安です。

　　・ハンバーグなどの成形した挽き肉料理は、菜箸・竹串などを刺し肉汁が透明になるまで加熱することが目安です。

　　・外食時、肉の加熱が不十分の場合は、再加熱を依頼しましょう。

　３．専用箸・トング・手袋などを使用

　　・生肉を取り扱う時は、専用の調理器具を用意し、食べる時の箸とは区別しましょう。

　　・バーベキューや焼肉店など、自分で焼きながら食べる時は注意しましょう。

しっかり
加熱！



東京臨海病院
診療実績

東京臨海病院
診療実績

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２７年５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２７年５月1日現在）： 83名

外来延患者数： 18,677名

入院延患者数：  8,747名

手術件数： 245 件

  

 

 

 

 

 

 次号のドクターメールは･･･「たばこの煙～呼吸器内科～」を予定しております。

編集後記
　最近、仕事から帰って何気なくテレビをつけたら、九十三歳の瀬戸内寂聴さんのイン

タビューを放映していました。一年前に胆嚢癌の手術を受け、十ヶ月間寝たきりでした

が、リハビリテーションのお陰で、自分で歩けるようになり、小説も完成させたとのこ

とでした。さて、自分の闘病や老いはどうなのかと考えさせられました。彼女は、生き

るうえで大事なのは、「愛すること、書くこと、祈ること」としていますが、皆さんにとっ

て大事なのは何でしょう。

電子カルテシステムをいちはやく導入し、安全安心な医療を提供しています。
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鱸（スズキ）
　鱸（スズキ）は、ブリなどと同じよう

に成長とともに名前の変わる出世魚で

す。関東で一般的に成熟魚を「スズキ」

と呼んでいます。鱸は、全国的に生息し

ている魚ですが、島根県宍道湖が有名で

す。「プリッ」と身が締まって美味しい

旬の時期は、6 ～ 8 月になります。

　鱸の栄養は、たんぱく質が豊富に含ま

れている他に、ビタミン A・D が白身の魚の割に多く含まれています。ビタミン A は、

皮膚や目の粘膜に作用することで目の疲れや皮膚疾患予防に効果があると言われていま

す。また、免疫力向上・風邪の予防にも良いと言われています。ビタミン D は、カルシ

ウムの吸収を助ける働きがあるため、骨粗鬆症予防にもつながります。

　食味は、淡白で身が柔らかいことが特長であり、刺身やお寿司の生食はもちろんです

が「焼く・煮る・蒸す・揚げる」といった様々な調理方法で利用されます。

　今回は、当院でも提供している、「鱸の香り焼き」を紹介します。白身の魚のため、独

特な臭みが苦手な方もいるかもしれません。こちらは、薬味を用いて臭みを軽減した１

品です。是非、お試しください。

１．※を合わせる。

２．ねぎはみじん切り、大葉は千切りにする。

３．１に鱸と２を漬け込む。

４．グリルに漬けた鱸を並べ、一緒に漬け込んだねぎ、大葉を身にのせて焼く。

　（フライパンの場合は、焦げる恐れがあるため、中火に熱し油小さじ１をひい

　て焼いて下さい。）

★調理前に臭みが気になる場合は、切り身一切れに対し、ひとつまみのの塩・

　小さじ１の酒を振り３～４分置く。出てきた水分をキッチンペーパーで抑え

　ると良い。

鱸の香り焼き

材　料

作り方

（２人分）

●鱸切り身・・・・・２切れ

●酒・・・・・・・・小さじ１

●みりん・・・・・・小さじ１

●こいくち醤油・・・小さじ２

●すりごま（白）・・・小さじ２

※栄養量は１人分です。

エネルギー・・115Kcal　たんぱく質・・14.9ｇ　

脂質・・・・・4.5g　　　炭水化物・・・・2.8ｇ

●ねぎ・・・・・・・３cm

●大葉・・・・・・・1 枚

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。

★平成 27 年 3月 28 日改正
病院直通バスのご案内

時 平　日 第2・4土曜日
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15
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15

59
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48
45
45
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29
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14
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15
00

59

39
49

江戸川
スポーツランド行き

江戸川
スポーツランド行き

} ※

平成２７年８月１日より、

   病院敷地内全面禁煙 を実施します。
　健康増進法第２５条の定めにより、受動喫煙防止のため当病院は、

本年８月１日より敷地内を含め全面禁煙を実施いたします。

　来院される皆さまのご理解とご協力をお願いします。　　　病 院 長


