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外科  毛利 かの子

女性に一番多いがん【乳がん】

乳がんの診断と治療
　マンモグラフィーや乳房超音波検査で、しこりの有無やかたちを調べます。

MRI や CT も有用です。さらにがんが疑われたら、直接しこりに針を刺して組織

検査を行い、がんの診断を確定します。乳がんと診断されたら、拡がりと進行度を調べます。

　乳がんの治療は、【手術】【放射線治療】【薬物療法】を組み合わせて行います。

　【手術】には、大きく分けて乳房温存術（部分切除術）と乳房切除術とがあります。最近では、

乳房切除術を受けた患者さんに、人工物や自分の体の一部をつかって乳房をつくる乳房再建術
も行われています。また、腋のリンパ節を手術のときに一部取ってリンパ節転移があるかどう

かを調べる、センチネルリンパ節生検という方法を組み合わせて行います。リンパ節転移があ

る場合には、腋のリンパ節を全部取る郭清術を行います。手術が終わったら、病理組織検査の

結果によって放射線治療の有無や術後の薬物療法を決定します。

　【薬物療法】には、抗がん剤治療とホルモン治療があります。進行度や乳がんのタイプによっ

て、これらの治療を追加します。また、がんの進行度によっては手術の前に抗がん剤治療を行

うこともあります。

乳がん検診の大切さ
　残念ながら、乳がんを予防することはできません。しかし、乳がんで命を落とすのを防ぐこ

とはできます。それが『早期発見』です。乳がんはしこりを触れて気づくといいましたが、検

診ではしこりになる前の乳がんも発見することができます。早期発見は早期治療につながり、

乳がんで亡くなる人を減らすことができます。乳がん検診は、マンモグラフィー検診と超音波
検診のどちらかが一般的です。

　マンモグラフィーは石灰化病変を見つけるのに適していて、超音波は小さなしこりを見つけ

るのに適しています。どちらも早期の乳がんを発見するのに有用です。検診で要精密検査と言

われたら、医療機関を受診してくわしく調べます。乳腺には良性の病気も多く、検診でひっかかっ

てもがんとは限りません。こわくて検診を受けないという人も多いのですが、乳がんは早期に
発見すれば治るがんです。
　４０歳を過ぎたら、月１回の自己触診と２年に１回の乳がん検診を受けるようにしましょう。

　【乳がん】になる人は年々増えていて、今は日本人女性の 12人に 1人が
乳がんになるといわれています。４０代から５０代の人に多く、女性のが
んの中では一番多いがんになりました。乳がんは乳房のしこりに触れて
気づくことが多く、痛みはありません。しかし、進行すると腋のリンパ節
が腫れたり皮膚の赤みを伴うようになり、さらに進行すると全身に転移
をおこし、命を脅かします。乳がんで亡くなる人も年々増えています。

電話予約　5676-8818（月～土  ※祝日除く  8:45～ 17:00）
インターネット予約　http://www.kenshin-edogawa-web.jp
担当／健康部健康推進課がん予防啓発係（江戸川保健所２階）　電話　０３－５６６１－２４６３

江戸川区の乳がん検診（マンモグラフィ検査）が東京臨海病院でも受診できます！
【対　　象】　40 ～ 64 歳以上の女性の江戸川区民の方

【受診方法】　電話もしくはインターネットを利用して予約

無料

　　



 

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（火）は、近代看護の基礎を築いたフローレンス・ナイチンゲー

ルの誕生日です。東京臨海病院看護部は、今年も同日に「看護の日」のイベント

を開催いたします。看護の心を広く伝えていくためのキャンペーンをはじめ、

血圧・体重・体脂肪測定などの【健康診査】、専門家による【各種健康相談】など、

患者さんのご家族や、地域の皆さまの健康増進に役立てて頂けるような内容

を企画しています。

　当日は、「看護の日」に因んだグッズを取り揃え、多くの皆さまの参加を

お待ちしております。お気軽にご来院ください。

●日時 / 平成 2８年  　　　　　　　　　 （土）
13:15 ～ 15:50（12:50 受付開始）

5 月 21 日 ●場所 / タワーホール船堀
　　　　（小ホール）

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。

「第 11 回 東京臨海病院 区民公開講演会」を開催します。

糖尿病を知ろう！今回のテーマは…

講演 1　糖尿病 ～人は「血管」と共に老いる～　二見　章子（糖尿病専門医）

講演 2　足の健康を考える ～フットケアとは？～ 山田　哲郎（形成外科医長）

講演 3　家庭でできるフットケア 　田中　聡美（糖尿病看護認定看護師）

★ご参加には、事前申込が必要です。

　①氏名 ②年齢 ③性別 ④住所 ⑤電話番号 を明記の上、下記のいずれかでお申し込みください。

　●院内に設置してある「受付 BOX」へ投函　

　●FAX 送信　FAX 番号：03-5605-7586（企画経営課宛）

　●メール送信　メールアドレス / kouenkai@tokyorinkai.jp

定員
250 名
定員になり次第
締め切り

【お問い合わせ】

東京臨海病院 事務部 企画経営課 TEL:03-5605-8811（代）

（受付時間：土日・祝日を除く平日９:00 ～ 17:00）

フローレンス・
　　ナイチンゲール

看護の日看護の日 のイベントを開催します。

昨年の「看護の日」イベント▲

「画論 -The Best Image 2015」で最優秀技術賞を受賞しました。
　平成 27 年 12 月 13 日（日）、東京国際フォーラムで行われた東芝メディカルシステムズ主催「画論 -The 

Best Image 2015」において、心臓血管外科部長の山本知則先生・放射線科の矢澤真一さんが発表した『上腕動
脈瘻』が、約 150 施設の中から【MR ３T 部門】の「最優秀技術賞」に選出されました。
　1993 年にスタートし、今回で 23 回を迎える「画論 -The Best Image」は、CT、MR、超音波を用いた臨床

的に有用な画像や画質、新たな検査技術法、画像処理技術、創意工夫などを評価する場として毎年、革新的かつユニー

クな検査技術などが発表されています。

　放射線科 矢澤真一さんの受賞コメントです。

『MRI において四肢領域の血管描出には、造影剤が必要とさ

れてきましたが、造影剤を使わず、撮像法の工夫で、四肢領

域の血管を明瞭に描出している点が評価されました。これに

傲らず、今後も診断・治療に寄与する画像を提供できるよう、

精進していきたいと思います。』

　

▲心臓血管外科部長 山本知則先生（右）

　放射線科 矢澤真一さん（左）
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【３・４・５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。

３月12・26日、 ４月 ９・23日、 ５月1４・2８日

ジ カ 熱 ？ジ カ 熱 ？ジ カ 熱 ？

最新の医療機器を常に更新しています。
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日　時 テーマ 担　当

（月）

（木）

４/11

４/28

費用
無料

当日
参加可

出入り
自由

にお立ち寄りください

糖尿病専門医
糖尿病看護認定看護師

　最近ニュースで、ジカ熱（ジカウイルス感染症）が流行し、

WHO が「国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態（PHEIC）」を宣言した事が大きく取り上げられていました。

　ところで、『ジカ熱って？』と思われた方も多いのではないでしょうか。一昨年話題となったデング熱と同じ、

蚊が媒介となり感染する感染症の一つです。蚊に刺されたあと２～７日後に発症します。主として 38.5 度以下

の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、斑丘疹（はんきゅうしん）、結膜炎、血小板減少などがあります。デング熱ほど

症状は重くならないと言われていますが、妊婦が感染すると、頭の小さな子「小頭症」が生まれる事があるため

問題となっています。主な流行地は、中南米や東南アジアなど熱帯・亜熱帯の地域ですが、ほぼ同じ地域で流行

しているデング熱が国内でも発生したように、同じ蚊媒介の感染症であるジカ熱は、いつ日本に入ってきてもお

かしくありません。対岸の火事ではないのです。

　日本の冬は寒いため、もしウイルスを持った蚊がいても越冬出来ないと言われてますが、2015 年に日本を訪

れた外国人旅行者が 1900 万人となり、流行地から人の移動によってウイルスが持ち込まれる可能性は、年々

増えることが予想されます。

　予防のためのワクチンは現在ありません。予防法としては、蚊に刺されないようにすることです。特に流行地
を訪れる方は要注意です。肌をあまり露出させない、虫除けスプレーを使う、蚊帳を使うなども現地での予防方
法となります。蚊によって媒介する感染症「デング熱やチクングニア熱」も同じ予防方法です。

･糖尿病とは
･糖尿病の検査の話

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～

･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

（木）

（月）

３/10

３/28

糖尿病専門医･糖尿病の合併症の話

平成 2７年１２月以降に着任した医師を紹介します。

退職した医師　小児科 石川 有希美、小児科 永田 裕子、外科 原口 美明

日　程 ミニ講座の内容／担当

３/25（金）

●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ください。

お問い合わせ/がん相談支援センター
１階「売店」前です

　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 

ほんじょう 　　あすか

■資格■
　日本小児科学会専門医
■専門■
　小児科一般
　アレルギー

小児科 医員　本庄 明日香
みやた 　　えり

■資格■
　日本小児科学会専門医
■専門■
　小児科一般
　小児消化菅

あおき 　　じゅん

■資格■
　日本外科学会専門医
　がん診療に携わる医師に対する
　　　　　　緩和ケア研修会修了

■専門■
　消化器外科、一般外科
　肛門科

小児科 医員　宮田 恵理 外 科 医員　青木　順

医師による「がんのお話し」　消化器内科医長　市川 欧子

４/26（火） 医師による「がんのお話し」　メンタルクリニック医長　髙瀨 真



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１２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１２月1日現在）: 82 名

外来延患者数： 20,691 名

入院延患者数： 9,322 名

手術件数： 271 件

  

 

 

 

 

 

 次号のドクターメールは･･･「肺がん　～呼吸器外科～」を予定しております。

編集後記

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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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。

病院直通バスのご案内
時 平　日 第2・4土曜日
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

35
05
10
12
21
31
26
01
31
26
31

35
35
56
59
56

46
59
56
56

35
10
10
15
25
00
26

40
40
50

38

時 平　日 第2・4土曜日
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

54
24
24
01
10
20
15
35
20
15
20
15

59

45
48
45
50

48
45
45

59
29
29
04
14
27
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

　年末は暖かい日が続いていたのに、年が明けてから急に寒くなりましたね。寒い日はあ

まり外出する気になれないのですが、仕事となるとそうもいきません。外に出て朝の冷た

い空気を吸い込んで胸がキューとなると、今日も頑張ろうと気合いが入ります。

　そしてこの時期は、通勤途中にある梅の木の花がいつ咲くのかな？  と、

楽しみにしながら病院へ向かっています。仕事で疲れても自然に咲く花を

見ると、とても癒されますね。梅が咲けば次は桜と…春が待ち遠しくなります。

苺（いちご）

電子カルテシステムの更新のため、
上記の期間【救急外来診療】を休止させていただきます。
皆さまにはご迷惑をおかけしますが、
ご理解の程よろしくお願いいたします。

電子カルテシステム更新のため救急外来診療を休止します。
３月２０日（日）午前０時～２１日（月・祝日）午前０時

　いちごは、「いちごの旬」でお話ししたとおり食べ頃のものが購入できるため、劣化が

早いです。果実の赤色が均一・ツヤのあるもの・ヘタが青くピンと張りがあるものを選

びましょう。パック詰めの底の部分は傷みやすいので、特に確認しましょう。

洗わずにラップや保存袋に入れて冷蔵庫で保存すると長持ちしますが、

２～３日中に食べきることをお奨めします。

食べるときは、ヘタを付けたまま洗いましょう。

水に長く接していることで、

ビタミン C が流れ出てしまったり、

食感も水っぽくなってしまいます。

いちごの旬

いちごの栄養

いちごの選び方と保存方法

　いちごは、美味しく食べ頃の時期に収穫される果物のため、

収穫時期と出荷時期が同じです。ハウス栽培技術により、

クリスマス時期の 12 月下旬から店頭でみられますが、

露地物の旬は３～４月で、味も一番美味しい時期とされています。

旬の味覚を楽しんでいただくため、栄養・選び方・保存方法を紹介します。

　いちごは、ビタミン C が豊富です。７～８粒食べると、成人で必要なビタミン C

85mg を満たすことができます。下表のように代表的な果物の中でもキウイフルーツに

次いでビタミン C が豊富です。ビタミン C は、風邪にかかりにくくなるといった免疫力
アップ・ストレス予防・疲労回復が期待できます。

いちご

バナナ

りんご

キウイフルーツ

グレープフルーツ

みかん

７～８粒 140g

１本 100g（皮含む 170g）

半分 150g（皮・芯含む 180g）

1 個 150g（皮含む 180g）

半分 200g（皮・種含む 290g）

1 個 100g（皮含む 135g）

86mg

16mg

6mg

103mg

72mg

33mg

果　物 1 回に食べる目安量 1 回に食べるビタミン C 量

日本食品標準成分表 2015 年版（七訂）

果実の赤色が均一

ツヤのあるもの

ヘタが青くピンと張りがある


