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呼吸器外科医長　榎本　豊肺がんとは

肺がんになるリスク（危険性）

　肺がんは、気道から発生する悪性腫瘍で、放置するとやがては全身に広がり
死に至る恐ろしい病です。世界的に罹患率、死亡率ともに高く、年間 130 万人
（米国：16万人、日本：７万人）が亡くなり、日本では増加が予想されています。がんの部位別
罹患数で男性は２位、女性は４位、死亡数では男性は１位、女性は２位を占めています。

　非喫煙者に比べ喫煙者の肺がんになるリスクは、男性で４．４倍、女性で２．８倍とされています。

また、喫煙開始年齢が低いほどリスクは上昇し、喫煙者が禁煙すると低下します。喫煙以外に慢性

閉塞性肺疾患（肺気腫、慢性気管支炎）、職業的暴露（アスベスト、ラドン、ヒ素、ニッケルなど）、大気

汚染、肺がんの家族歴なども肺がん発生のリスクを高めるとされています。

　肺がんの発症率が急激に上昇するのは、60 代以降です。近年、女性の喫煙者が増えつつあると

いわれていますが、女性喫煙者数の増加が肺がん罹患率や死亡率に反映されるのは、30 ～ 40 年

後といわれています。

症　状
　多くは無症状ですが、咳、痰、血痰、呼吸困難などが主な症状です。

　特にこのような症状があれば、肺がん以外の可能性もありますが、すぐに呼吸器内科、呼吸器外科、

放射線科（放射治療部）のある比較的大きな医療機関への受診をお勧めします。

診断、治療
　診断は、胸部レントゲン、胸部 CT を組み合わせて病変を発見する場合が多いです。肺がんを疑

う病変に対して気管支鏡検査（肺に入れるカメラで病変の一部を採取し、肺がんの種類を確定しま

す）を実施し、転移（肺がんは脳、骨、肝臓、副腎へ転移する率が高いとされています）の有無を

調べるため、各種画像検査を行います。以上の検査を経て診断が確定されるのが一般的です。

　肺がんの治療は基本的にステージ（がんの拡がりを示す指標。大きくは４段階に分けられ、Ⅰ、Ⅱ、

Ⅲ、Ⅳと表記されます）に応じて行われます。治療には内科的治療、外科的治療の二つがあります。

一部例外もありますが、大まかにはステージⅠ、Ⅱは外科的治療が先行され、Ⅲ、Ⅳは内科的治療（抗

がん剤、放射線）というように分けられます。根治が見込める手術可能な状態で発見される割合は

３割程度とされており、早期発見・早期治療が非常に重要です。

　最後に、肺がんにならない秘訣は現在のところありませんが、予防と早期発見のため下記の事が

大切です。

また、胸部 X 線検査では発見されない肺がんも多く、人間ドックなどで CT 検査を受けてみるのも

有効といえます。

①１か月以上の空咳　　　　④物が飲み込みにくい
②痰の増量、血痰　　　　　   ⑤食欲不振、急な体重減少　
③持続性の胸痛　　　　　　⑥首や顔の腫れ

①喫煙者は禁煙する
②定期健診を受診する
③気になる症状が出たらすぐに医療機関を受診する
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食中毒を防ぎましょう！食中毒を防ぎましょう！食中毒を防ぎましょう！

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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　食中毒は、季節を問わず、年間を通して発生します。夏場では、「腸管出血性大腸菌 (O157、O 111 等 )」、「カン

ピロバクター」等の細菌性食中毒が近年多く発生しており、注意が必要です。「腸管出血性大腸菌」は、牛等の腸管に

存在しますが、国内で発生した例では、牛肉だけでなく井戸水、鹿肉、生野菜、果物、漬物等が原因とされており、「カ

ンピロバクター」は加熱が不十分な鶏肉、豚といった食肉からの発生例が多いです。

「第１１回 東京臨海病院 区民公開講演会」 を開催しました。

「看護の日」 イベントを開催しました。

　５月２１日（土）「タワーホール船堀」にて、

『糖尿病を知ろう』　をテーマに講演会を開催しました。

　区民公開講演会は、平成 23 年より年２回開催してきました。今回も江戸川区民の方を

中心に多数の方にお集まりいただき、盛況のうちに終了することができました。

次回の講演会は、

平成 28 年 10 月 15 日（土）

開催予定です。

詳細はあらためてお知らせいたします。

食中毒予防の原則は、「つけない」、「ふやさない」、「やっつける」です。
今回は、家庭で意識したい、「つけない」予防策を紹介します。

しかし予防を心がけていても、腹痛、下痢、血便、発熱等、疑わしい症状のある場合は、医療機関を受診しましょう。

肉・魚はそれぞれ

　　　分けて包む

■つけない予防策①……買い物の時は、特に生鮮食品の賞味期限を確認し、その都度使いきれる分を購

入しましょう。保存する場合は、使い易い量を個包装し、冷凍、冷蔵をしましょう。また、肉、魚等は

店頭で個包装されていても、肉、魚の汁がパッケージ外側に付着している場合もあります。他の食品へ

の付着を防ぐため、エコバッグ等の買い物袋は１つでも、中身を生鮮食品ごとに、ビニールに包み分け

ることもお勧めです。冷蔵、冷凍の食品は、お店で貰える氷、保冷剤、ドライアイスを利用し、なるべ

く早く持ち帰り、保存や調理をしましょう。

■つけない予防策②……調理前、食事前の手洗いは食中毒予防に効果がありますが、調理作業中での手
洗いを意識することも大切です。肉、魚、卵等を取扱った後は、再度手を洗い、次の調理に移ることを

意識しましょう。特に、生野菜、生果物を盛り付ける前は、手洗いを気にかけましょう。箸、ヘラ等の

調理器具も調理する時、盛り付ける時で交換したり、その都度洗ったりする事で、原因菌の付着を防ぐ

ことができます。
こまめに手洗い！

『糖尿病』
～人は「血管」と共に老いる～

糖尿病専門医

　二見　章子

『足の健康を考える』
～フットケアとは？～

形成外科医長

　山田　哲郎

『家庭でできるフットケア』
糖尿病看護認定看護師

田中　聡美　　

　今年も５月１２日（木）「看護の日」のイベントを開催しました。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ています。

　江戸川区にお住まいの方々に、当院の看護部の理念である「思いやりのある看護～感じる心を大切に～」を知って頂く

機会となるよう、企画させて頂きました。健康診査、健康・栄養・介護相談、AED のデモンストレーション、救急車車

内見学会のブースに、延べ人数で 157 名の方にご参加いただきました。

　一番の人気は、救急車車内見学で「一度車の中を見てみたかった。」など、子どもからご高齢の方まで老若男女を問わ

ず参加されていました。また、「元気だよ、看護師さんも変わりない？」と退院された患者さんが

ブースを訪れてくれ、「相変わらず、忙しそうだね。看護師さんも体に気をつけて…また来るよ。」

「○○さんも気をつけて…」など、看護の日に患者さんから励ましの言葉をいただきました。

今日からまたがんばろうと、身の引き締まる思いがしました。

最後になりますが・・「ナイチンゲール誓詞」を一部をご紹介致します。

～われはわが力の限りわが任務の標準を高くせんことを努むべし。～



最新の医療機器を常に更新しています。
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平成 2８年６月に着任した医師を紹介します。

■資格■

日本小児科学会専門医

NCPR　Aコース修了

PALSプロバイダー

■専門■

小児科一般

医員　杉田　和也
すぎた　　　かずや

小 児 科

■資格■

日本救急医学会専門医

日本DMAT、東京DMAT

JATECインストラクター

■専門■

救命、腹部救急

医員　坂本 和嘉子
さかもと　　わかこ

救 急 科

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）

（月）

8/ １

8/29 糖尿病専門医

糖尿病と歯、足の話

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

■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 

7/29（金）

（休み）

管理栄養士　青木　淳子

7/ 7

7/21 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

（木）

（木）

管理栄養士
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。

試食・試飲シリーズ

８月

（木）8/18

糖尿病の食事　外食編

糖尿病の合併症の話

糖尿病専門医
糖尿病看護認定看護師

歯科医
糖尿病看護認定看護師

「トリアージ訓練」 を実施しました。

　6月14日（火）、大規模な地震の発生により、近隣住民の被災患者が搬送又は護送された事を想定し、『トリアージ

訓練』を実施しました。当院は、医療救護体制の確立及び実践的対応能力の向上を図り、災害拠点病院としての役割が果

たせるよう、定期的に『トリアージ訓練』の実施を行っております。

　5月のキャンサーカフェでは多和田奈津子氏をお招きし、ご自身の甲状腺がん（16歳

時）、悪性リンパ腫（25歳時）の療養体験をお話しいただきました。現在は悪性リンパ

腫の患者会や若年がん患者会に関わっておられます。「自立するというのは、何でも自分
でできなければならないのではなく、できないことを自覚して、助けてと言えること」と

いう言葉が印象的でした。

　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。

「がんとわたし」 多和田奈津子氏によるミニ講座



　今年から、いよいよ８月に祝日「山の日（８月１１日）」が設けられ、唯一祝日のない月が６月だけになりました。

６月の第３日曜日は「父の日」でしたが、今年７７歳になる父は、自宅近くの公園で毎朝ラジオ体操をします。４、５

年前は２、３名で始めたのですが、今ではご近所の方が数十名ほど集まるとのこと。雨の日は、一人家の中でやってい

る様ですが、毎朝、規則正しくラジオ体操をする父に、自分にはできないと感じています。

【おくすり手帳とは？】

　「おくすり手帳」とは、処方された薬の名前や使い方などに関する情報を、過去のアレル

ギーや副作用の経験の有無と併せて、経時的に記録するためのものです。

　現在ご使用中の薬はもちろん、過去に使用された薬の情報が手帳に記録されているので、

いつでもご自身の薬の情報を確認することができます。また、診察や調剤を受ける際に、

医師や薬剤師におくすり手帳を提示していただくことで、薬の重複や飲み合わせのチェッ

クなどが可能になるので、より安心して薬を使用していただくことができます。病院ごと、

薬局ごとに別々の手帳を作らず、使っている薬がすべて分かるように１冊にまとめること

が大切です。

おくすり手帳の使い方

【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９・2３日、 8月13・27日、 9月10・24日

診療実績診療実績

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２８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２８年５月1日現在）: 81 名

外来延患者数： 19,377名

入院延患者数： 9,657 名

手術件数： 239 件

◆発行：東京臨海病院　◆発行責任者：小林　滋　◆編集：広報委員会・企画経営課

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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◆病院や薬局に行くときには、毎回忘れずに持っていき、医師・薬剤師に手帳を見せるようにしましょう。

◆薬局で市販の薬を買うときにも、手帳を見せてから買うようにしましょう。

　また、その薬の名前を手帳に記録しましょう。

◆使用した薬の記録（服用歴）になりますので、大切に保管しましょう。

　「おくすり手帳」をお持ちでない方は、薬剤師にご相談ください。

当院ではご希望のすべての患者さんに、おくすり手帳と処方せんの内容を記載した手帳シー

ルをお渡ししています。

院外処方の患者さんは、かかりつけの薬局でご相談ください。

院外処方せん FAX コーナー
ご自宅や職場近くの保険薬局でおくすりを受け取ることができる

『院外処方せん FAX コーナー』を設置しています。

病院１階の正面玄関横に設置してあります。利用料金は無料です。

FAX コーナーから事前に院外処方せんを送信することで、保険薬局での

おくすりの受け取りがスムーズになり大変便利です。ぜひご利用ください。

平　日 第２・４土曜時
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◎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。
◎りんかいシャトルに関する問合せ
　京成バス株式会社 営業部 乗合営業課
　TEL.047-712-7400
　（月～金　9:30 ～ 17:30）

江戸川スポーツランド行 江戸川スポーツランド行
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東京臨海病院発 → 葛西駅行
平　日 第２・４土曜時
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葛西駅発 → 東京臨海病院行


