
目次：

第８１号

発行日

平成２８年８月２６日

日本私立学校振興・共済事業団

東京臨海病院

当院は

日本医療機能評価機構による

「病院機能評価認定病院」です

子宮頚がん検診

西葛西図書館にて
　講演を行いました

ICT times Vol.1９

「新型インフルエンザに備えて」

NEW FACE

「第１２回東京臨海病院
区民公開講演会」のお知らせ

糖尿病教室

キャンサーカフェ

七夕装飾

クールビズ実施中

りはびり小話

編集後記

……………１

………２

…２

………………２

……３

…………………３

…………３

……………………３

…………３

………………４

……………………４

 

産婦人科部長　河合　尚基
子宮頚がん検診

検診で早期発見・早期治療

　子宮頚がん検診を受けていますか。お住いの自治体によって異なりますが、
20歳以上の方は、２年に１回無料で受診できる制度があります。

　子宮頚がん検診の特徴は、がんだけでなく【いずれがん
となる可能性のある異形成】も発見できるということです。
子宮頚がん検診をしっかりと定期的に受けることにより、

早期発見よりも、さらに早い時期である【前がん病変】
を見つけることができるのです。
　子宮頚がんは他のがんと比べて発症しても症状が出にく

く、症状が出た時にはがんが進行していることも多いため、

検診を受ける意義は非常に大きいのです。また、子宮頚が

んは若くして発症することも多く、最近は２０代の女性に

も増えてきているため、若いうちからの検診をお薦めしま

す。特に、生理以外の出血や性交時の出血がある方は注意

が必要です。

　がん検診で引っかかると、誰しも不安になるものです。

しかし、前述のように子宮頚がん検診は、前がん病変の時点で発見することができます。

　子宮頚部扁平上皮がんの原因として、ヒトパピローマウイルスへの感染があげられます。

このウイルスは、性交渉の経験がある女性であれば誰でも感染している可能性があります。

感染しても多くの場合は、自然に体内から消失しますが、一部は前がん病変である子宮頚部

異形成に進展していきます。そして、異形成の一部が長い期間を経て、徐々に子宮頚がんに

移行していくのです。つまり、子宮頚がん検診で異常を指摘されても、がんかもしれないと

思い悩むことはあまりないのです。それよりも、早期発見できる子宮頚がんもしくは異形成

を、検査を受けず放置することは危険だと考えても良いのではないでしょうか。

　なかなか婦人科を受診する勇気が沸かず、子宮頚がん検診を受けたことがないという方も

いらっしゃるでしょう。しかし、がん検診を受けることによって、自分の寿命が延びる可能

性もあります。早期発見・早期治療を実現するために、子宮頚がん検診を受けてみてはいか
がでしょうか。　

子宮頚がんとは
　子宮は頚部と体部に分かれています。赤ちゃんを育てる部分が体部、お産の時に赤ちゃ

んが通って出てくる部分が頚部です。子宮頚がんとは、子宮の頚部に発生するがんです。

　子宮頚がんは主に【扁平上皮がん】と【腺がん】に分けられます。８割以上が扁平上皮

がんと言われて、検診で早期に発見できます。今回は、子宮頚がん検診が有効な【扁平上
皮がん】についてのお話です。

　子宮頚がんには、その前段階として異形成という状態があります。異形成はその異形の

程度によって軽度、中等度、高度の３段階に分かれます。高度異形成から進行した状態が

上皮内がん（早期がん）、これがさらに進行すると浸潤がんとなります。

正常な細胞

軽度異形成

中等度異形成

高度異形成

上皮内がん
（早期がん）

浸潤がん
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新型インフルエンザに備えて新型インフルエンザに備えて新型インフルエンザに備えて

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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　インフルエンザは、変異を繰り返し毎年必ず流行します。「新型」と呼ばれた 2009 年の世界的な大流行は、

日本国内で 2,000 万人が感染し、約 200 名が死亡しました。政府は「新型インフルエンザ」が発生すると、

人口の 25％が感染すると試算しており、この試算から 3,100 万人の人が感染することになります。

　中国ではいまだ、『強毒性と呼ばれる「鳥インフルエンザ」』のヒトへの感染が確認されています。強毒性では

なかった 2009 年のインフルエンザで、上記の被害ですから、「鳥インフルエンザ」だった場合の被害は、想像

に難くありません。自然災害と違い「新型インフルエンザ」は、必ず発生します。これは、変異するインフルエ

ンザの特徴上避けられないことなのです。

　「新型インフルエンザ」が発生した場合、江戸川区では、約17万人が感染する可能性

があります。当院では、このような有事に備えて、江戸川区保健所等と連携し大規模

な「新型インフルエンザ対応訓練」を実施しています。（今年は 10 月 22 日（土）に

予定しています。）

　「新型インフルエンザ対応訓練」では、関係機関相互の連絡体制の確認と、一般外来

患者と新型インフルエンザの疑いのある患者を接触させない診療体制『ドライブスルー

診療体制』の訓練を行います。この方式は、自家用車で来院したインフルエンザ疑いの

ある患者を、車内で問診・簡易検査を行い、処置が必要な場合は、駐車場に設置した「陰

圧テント」内で診察を行うというものです。

　「新型インフルエンザ」が発生した際は、全力を尽くし新型インフルエンザ感染者の

診療と予防に努める所存です。

平成 2８年７・８月に着任した医師を紹介します。

■専門■

整形外科一般

■資格■

日本整形外科学会専門医

■専門■

整形外科一般

膝関節・スポーツ

■資格■
日本産科婦人科学会専門医
日本周産期・新生児医学会
　新生児蘇生法インストラクター
マンモグラフィ読影認定医

■専門■
産婦人科一般

西葛西図書館にて、山本知則先生が講演を行いました。
　7 月 23 日（土）、西葛西図書館主催で、近隣の子ども達（小学校高学年）を対象に、

心臓血管外科部長  山本知則先生が講演を行いました。

『心臓について知ろう！』をテーマに、医師の仕事・心臓についての話しや、手術時の糸の結

び方をみたり、聴診器で心臓の音を聞く体験などをしてもらいました。

▲「心臓」や「医師の仕事」の話し ▲「手術時の糸の結び方」を見学 ▲「聴診器」を使ってみました

産婦人科 重見　大介
しげみ　　　だいすけ

整形外科 倉田　憲一
くらた　　 けんいち

整形外科 佐藤　泰介
さとう　　  たいすけ

皮膚科 野々垣 香織
ののがき　　 かおり

■専門■

皮膚科一般

▲ドライブスルー診療



最新の医療機器を常に更新しています。
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【９・１０・11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。
9月10・24日、 10月８・22日、 11月12・26日

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。 （木）

（月）

10/  6

10/31

薬剤師

糖尿病と歯、足の話

血糖値の変動を知ろう
低血糖について

9/  8

9/26

管理栄養士（木）

（月）
理学療法士
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。

（月）10/17

糖尿病の食事　基礎編

管理栄養士
糖尿病看護認定看護師

歯科医
糖尿病看護認定看護師

「第１２回 東京臨海病院 区民公開講演会」 のお知らせ

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。

●日時 / 平成 2８年　   　　　　　　　　　（土）
13:15 ～ 15:50（12:50 受付開始） 江戸川区船堀 4-1-1

10 月 1５日 ●場所 / タワーホール船堀（小ホール）

肺がんの治療について

★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）

山口　朋禎（呼吸器内科部長）

榎本　豊（呼吸器外科医長）第2部

もっと知ろう肺がんのこと 

七 夕
　６月 15 日～７月７日まで、

病院１階にて七夕を実施しました。

　今年もたくさんの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。

糖尿病の運動

糖尿病の薬

日　程 ミニ講座の内容・担当者

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 

9/30（金）

10/28（金）

医師のよる「がんの話し」
　　   緩和ケア内科医長　   佐藤　千代

冬場の感染症対策
　　   感染管理認定看護師　長井　直人

皆様の願いが
　叶いますように…

笠原　剛敏（リハビリテーション室主任）体 操 リフレッシュ体操～呼吸筋のストレッチ～ 

「肺がん」は治る
第1部



　厳しい残暑が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。今年の夏は、やはり【リオデジャネイロオリンピック】
日本人選手の活躍がとても素晴らしかったですね。次回は【2020 年 東京オリンピック】です。ここ江戸川区の葛西臨海

公園は、カヌーの競技場予定地となっています。2020 年に向け、東京がどのように変わっていくのか

とても楽しみです。そして、今夏のような日本人選手たちの活躍を、実際に競技場で観戦できると思うと

【2020 年 東京オリンピック】が待ち遠しいです。

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２８年６月1日現在）: 83 名

外来延患者数： 20,886 名

入院延患者数： 9,894 名

手術件数： 296 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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平　日 第２・４土曜時
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18

◎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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瑞江駅行

瑞江駅行
瑞江駅行

瑞江駅行
瑞江駅行

瑞江駅行

瑞江駅行
瑞江駅行

瑞江駅行

江戸川スポーツランド行

りんかいシャトル
のご案内
りんかいシャトル
のご案内

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

  りはびり小話 ～腹圧性尿失禁の予防～
　20 歳代から 70 歳代の女性の約 50％以上が、尿もれの排泄障害を経験されていると言われ

ます。今回は『腹圧性尿失禁の予防』をテーマに、簡単にできる運動を紹介します。

○腹圧性尿失禁とは

　排泄機能が正常であれば、膀胱に尿を 300 ～ 500 ミリリットル貯めておき、尿意に従い

　意識的に排泄することができます。しかし、せき・くしゃみをした時、笑った時、階段を駆け降りた時、重い荷物を持ち

　上げた時など、お腹に力が入った時に尿意がないにも関わらず尿もれが起こることがあります。これを『腹圧性尿失禁』　

　と言います。『腹圧性尿失禁』の原因の一つに、『骨盤底筋』のゆるみ、締まりの悪さが考えられます。

○骨盤底筋の働き

　『骨盤底筋』は直腸、子宮、膀胱など下腹部の臓器を骨盤の底から支える筋肉・じん帯の総称です。肛門・膣・尿道の周辺
　につく筋群が働き、内臓・膀胱が下に落ちないように支える役割を持っています。骨盤底筋をしっかり働かせることで、『腹

　圧性尿失禁』を予防することが出来ます。

○自分でできる骨盤底筋トレーニング

肛門周囲筋の運動

○運動の注意点

　・泌尿器科・婦人科関係の持病がある方は、必ずかかりつけ医師に相談しましょう。　

　・産後 1ヵ月内の方は行ってはいけません。妊娠中の方は無理をしないでください。妊娠初期、高血圧症、心疾患、呼吸器疾患

　　のある方は、呼吸法を誤ると危険が生じやすいですので注意してください。

　・食後 30 分以内に運動を行うのは避けましょう。

　・運動は 1 日朝晩の 2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 5セットを目指しましょう。　

　　座位でなく、立位や仰向けで締める運動を行っても結構です。

　・肛門・膣・尿道口周辺の筋肉の運動です。お腹、肩、足には力を入れないでください。

　・締める方法がわからない場合は、尿を途中で止めた感覚が締めた状態になります。その感覚と同じように運動をしてみましょう。

肛尿道・膣部周囲筋の運動

せき

くしゃみ

笑う

重いものを
持ち上げる

走る
坂道を下る

①両脚膝を開いて、両足裏をつけた座位姿勢から運動を
　開始します。
②自分の尾骨にしっぽがある様に想像し、想像したしっ
　ぽを前の方に巻き入れる様にイメージし、肛門を締め
　ましょう。
③この時息を細く長く吐きながら 10 秒間、肛門を締め続
　けましょう。
④息を吐き終わったら、息を自然に吸い肛門を緩めましょう。
⑤この運動を行って 1回になります。
　5回行い１セットになります。

①両脚膝をつけて、両足部を外に離した座位姿勢から運
　動を開始します。
②ズボンのチャックを下から上に締め上げる様にイメー
　ジし、膣・尿道を締めましょう。
③この時息を細く長く吐きながら 10 秒間、膣・尿道を締
　め続けましょう。
④息を吐き終わったら、息を自然に吸い、膣・尿道を緩め
　ましょう。
⑤この運動を行って 1回になります。
　5回行い１セットになります。


