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形成外科医長　山田　哲郎皮膚がん

皮膚がんの治療
　皮膚がんは、顔に発症することが多く、切除に際しては見た目を考慮した治療が重要です。

また顔は皮膚の質や顔の輪郭、運動が複雑であるため、皮膚がんの切除後どのように治した

ら目立たない傷になるか、顔の運動に影響がないかなどを十分に考えたうえで治療します。

特に、最も発症しやすい基底細胞がんは、まぶたや鼻、唇など顔の真ん中に出来やすく、ま

ぶたや唇の運動や鼻を変形させることなく治すことが大事です。形成外科では、体に出来た

皮膚欠損に対して手術の技術により、見た目のみならず運動機能にも

配慮した治療を目指しています。

　早期発見・早期治療が非常に大切になってきますので、気になるホクロやシミ、

いぼ、しこりなどがあれば、早めに形成外科や皮膚科を受診するようにしましょう。

よくみられる皮膚がん
　日本人で最も多い皮膚がんが、基底細胞がん（約 25％）で、有棘細胞がん（約 16％）、

悪性黒色腫（約 11％）と続きます。

【基底細胞がん（きていさいぼうがん）】
　日本のみならず世界的に最も多い皮膚がんで、70％以上が顔にでき、他臓器への転移が

　まれで、病巣の完全切除が治療方法です。

【有棘細胞がん（ゆうきょくさいぼうがん）】
　半数以上が顔に出来ますが、手などの紫外線を浴びやすい所や、火傷を負った皮膚、が

　ん治療などで放射線を当てた皮膚にも出来やすいです。有棘細胞がんは進行すると病巣

　が筋肉や骨にひろがり、リンパ節に転移することがあります。転移のない場合は手術を

　第一に考えますが、転移があれば化学療法や放射線療法も合わせて行うことがあります。

【悪性黒色腫（あくせいこくしょくしゅ）】
　人口 10 万人あたり年間約 1.5 ～２人発生すると報告され、60 ～ 70 歳代が発症する年

　齢のピークですが、若い年代（30 ～ 50 歳）にも多くみられます。

　一般的に紫外線が発症する原因として最も重要といわれており、顔・首に好発しますが、

　日本人では紫外線の関係が少ない足裏に最も多く（約 40％）みられます。悪性黒色腫は、

　基底細胞がんや有棘細胞がんより予後が悪く、転移のない場合にも化学療法を行うこと

　があります。

　人間の皮膚は大きく分けて【表皮・真皮・皮下組織】という層構造になっており、
皮膚がんのほとんどが、一番上にある表皮からできます。
　日本では年間およそ 1 万～ 1 万 5 千人が新たに皮膚がんを発症していますが、

皮膚がんは進行が遅いため、死亡率はそれほど高くありません。皮
膚がんになる最大の原因は日光などの紫外線で、60 歳以上の高齢者
の顔に出来やすいという特徴があります。
　皮膚がんは皮膚にできるため、外観からも何かが起こっていると
いうことが分かりやすい病気ですが、ただのホクロやいぼは、湿疹
などと間違えられやすく、見過ごしてしまいがちです。急にそれら
の大きさや形が変わったり、出血してかさぶたが出来る、傷ができ
て治らないなどの変化があれば、皮膚がんの可能性があります。

表皮

真皮

皮下
組織

皮膚構造



 

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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【11・１２・1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。
11月12・26日、 12月10・24日、 １月14・28日

　毎年 11 月 14 日は、国連、WHO により糖尿病予防啓発活動の一環として

「世界糖尿病デー」に制定されています。当院でも、以下の内容でキャンペーン

を行います。お誘い合わせのうえ、お気軽にお越しください。

■日　時 / 11 月 10 日 ( 木 ) 10:30 ～ 13:30 

■場　所 /1 階エントランスホールにて

■内　容 / 各種測定 ( 血糖値 )、各種展示 ( ポスター掲示、カロリー調整食、

　　　　　清涼飲料水の砂糖含有量 )、糖尿病を専門にしている医療者よる健

　　　　　康相談等を行います。

　　　　　各コーナーにすべてご参加いただいた方 ( 先着 30 名 ) には、

参加費無料

昨年のキャンペーンの様子
大勢の方にご参加いただきました。

「第１２回 東京臨海病院 区民公開講演会」を開催しました。

「病院機能評価」 の認定を更新しました。

「第６回 世界糖尿病デー キャンペーン」 のお知らせ

年末年始の診療のご案内は、次号にてお知らせいたします。

　平成 28 年 10 月 15 日（土）「タワーホール船堀」にて、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回開催しており、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 29 年 5 月 13 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。

『もっと知ろう肺がんのこと』
呼吸器内科部長　山口　朋禎

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

『肺がんの治療について』
呼吸器外科医長　榎本　豊

　東京臨海病院は、本年７月に行われた『病院機能評価』の審査に合格し、最新版第３世代の Ver.１ .１の認定基準を達

成しているとして、平成２８年 10 月７日付で認定証を交付されました。

　病院機能評価とは、病院が時代に即した良質で安全な医療を提供できるように、一定の基準を満たしているかどうか

を公平中立な第３者により評価していただくものです。評価を受けることで、病院としての改善点が明らかとなり、そ

れらをクリアしていく努力により、私たち職員の「病院を改善しよう」という意識も高まり、より良い病院となってい

くのです。これまで東京臨海病院は、2006 年と 2011 年に（財）日本医療機能評価機構の審査を受け、認定されてお

ります。

　昨年７月に病院機能評価準備委員会を立ち上げ、認定更新を目指し、全職員をあげて準備してまいりました。今回認

定された第３世代の Ver.１ .１では、これまで整備してきたルールやマニュアルに則り、実際の患者さんに対して各部門

がいかに連携し、うまくチーム医療が行われているか、が問われました。

　来院した患者さんがいかにスムーズに診療を受けられるか、その流れを整えるために職員一人一人が

どのようにかかわるか？に重点がおかれたのです。もちろんまだまだ至らない点も多々ござい

ますでしょうが、東京臨海病院をより良い病院にしようと私たちは日々努力しています。

　これからも頑張りますので、どうかよろしくお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　病院機能評価受診準備委員会 委員長　阿部　澄乃（皮膚科部長）



ICT times Vol.20

「ワクチン」のおはなし「ワクチン」のおはなし「ワクチン」のおはなし

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９月に
着任した医師を紹介します。

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）12/  5

糖尿病専門医

血糖病とは
糖尿病の検査の話

11/  7

11/24

管理栄養士（月）

（木）
管理栄養士
糖尿病看護認定看護師

（月）12/19

糖尿病の食事　外食編

糖尿病専門医
糖尿病看護認定看護師

シックディ対策
　～風邪やケガをしたときの対処法～

糖尿病の防災対策

糖尿病の合併症の話

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 

1１/25（金）

1２/22（木）

がんとリハビリテーション　リハビリテーション科主任　笠原剛敏

今年を振り返って（ケーキとお茶でお話を）

■資格■

日本小児学会専門医・指導医

日本内分泌学会内分泌代謝専門医・指導医

こどもの心相談医

成長科学協会地区委員（東京）

地域総合小児医療専門医

■専門■

小児内分泌（成長・発育・甲状腺・副腎 等）

小児の糖尿病・肥満

小児科  部長　志村　直人
しむら　　　なおと

■専門■
　神経内科全般

神経内科　布村　 光
ぬのむら　　ひかり　小児の最大の特徴は、成長し変化

していくことです。みんなそれぞれ

に歩み方が違います。それぞれの生

活・個性にあわせて日常生活の中

での治療や対応について、家族や地

域の先生と協力・相談し子どもた

ちが、自分なりに楽しく、そして悩

み、苦労し、成長することを支えて

いきたいと考えています。

　ウイルスや細菌などの病原体が体内に侵入し、増殖することで発症する病気が『感染症』です。
　体内では、病原体など自分以外の異物が侵入すると、その異物を排除するために抗体などが作られ、侵入した

異物を攻撃するしくみができます。このしくみを『免疫』といいます。初めて病原体に感染した時は、この『免

疫反応』が間に合わずに発症してしまうことが多いですが、同じ病原体に再度感染したときは、体内に『免疫反応』

の記憶が残っているので、多くの場合は発症せずにすみます。

　この『免疫反応』を利用した製剤が『ワクチン』です。
　ワクチンを接種することにより、体内にあらかじめ病原体に対する免疫をつくり感染症
になりにくくします。ワクチンの予防効果は、ワクチンの種類や接種する個人によって異

なるため、ワクチンを接種しても感染症に絶対かからないとはいいきれませんが、ある程

度の発症予防効果があり、たとえ感染しても症状が重くなることを防ぐ効果があります。

　また、多くの人がワクチンの予防接種を受けて免疫を獲ることで、その感染症が流行す

るのを防ぐことができ、社会を守ることにもつながります。

Ｑ．季節性インフルエンザワクチンは、毎年接種した方がよいのでしょうか？

Ａ．季節性インフルエンザワクチンの予防効果は、接種後２週間から５か月程度までと考えられています。

　　また、ワクチンはそのシーズンに流行が予測されるウイルスに合わせて製造されていますので、

　　毎年接種した方が良いと考えられます。



　ハロウィンのディスプレイが街を彩るようになってきました。もともとは秋の収穫を祝い、悪霊な

どを追い出す宗教的な意味合いのある行事でしたが、ジャック・オー・ランタンを飾ったり、仮装し

て街を練り歩く、今ではクリスマスと並ぶ恒例行事として定着しています。今年は地震や、夏から秋

にかけての長雨の影響で、野菜の収穫量が少なくなっています。10 月 31 日は本来のハロウィンの意

味通り、収穫された野菜を感謝の気持ちでいただこうと思います。

診療実績診療実績

ホームページもご覧ください http ://www.tokyor inkai . 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８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８月1日現在）:  85 名

外来延患者数： 20,388 名

入院延患者数： 9,540 名

手術件数： 293 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
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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。
◎お問い合せ先
　京成バス株式会社 江戸川営業所
　TEL.03-3677-5461
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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

『 き の こ 』
きのこの旬は 9 月～ 10 月とされていますが、人工栽培されており、1 年中季節を問わず出回っています。

低カロリーなため、食欲の秋に食べ過ぎてしまう方の強い味方です。そんな『きのこ』についてご紹介します。

◆栄養の特徴
　成分は野菜に似ていますが、水分が多く、ビタミン C をほとんど含まないのが特徴です。

　低カロリー食品ですが、食物繊維、　亜鉛、銅、ビタミン B1、B2、D などを多く含みます。

　しいたけの香気成分はレンチナンといい、免疫力を高め、がん抑制効果があるといわれています。

　きのこにはカルシウム吸収に欠かせないビタミン D が、豊富に含まれています。このビタミン D は日光（紫外線）にき

　のこを当てることで、増加されます。これは、きのこに含まれるプロビタミン D2（エルゴステロール）が、紫外線に触

　れるとビタミン D に変化するためです。紫外線に 30 分当てる程度でビタミン D の量は 4 倍になります。

◆きのこを調理する際のポイント
　〈きのこ全般〉

　洗わない・・・・・・・・風味が損なわれるため。汚れている場合は表面を軽くふくだけで良いです。

　大量の油で炒めない・・・きのこは油を吸いやすい食材です。

　　　　　　　　　　　　　風味も悪くするため、あらかじめ湯通ししておくと良いでしょう。

　〈しいたけ編〉

　軸は捨てない・・・固くて食感が悪いが、栄養成分はかさと同じです。細く裂いて、味付けをすれば美味しく食べられます。

　裏側を焼かない・・・焼きしいたけは、風味を楽しめる料理です。裏まで焼くと食感が悪くなってしまいます。

＜作り方＞

①大根おろしを作っておく。

②しいたけは軸と分け、細切りにする。

　えのきは食べやすい長さに切る。

　しめじはほぐす。すべてをひと煮立ちさせる。

③ほうれん草をゆでる。

④※を合わせ、大根おろしと混ぜる。

⑤④とほうれん草、きのこを和える。

エネルギー 32kcal　たんぱく質 1.7g　脂質 0.2g　炭水化物 7.9g　食物繊維 2.4g　

※栄養成分は 1 人分です。

◆きのこメニュー紹介
　きのこみぞれ和え (2人分 )
　＜材料＞

　しいたけ　　　　　3 個

　しめじ　　　　　　1/3 房

　えのき　　　　　　1/3 束

　ほうれん草　　　　1 株

　大根おろし　　　　50g

　酢　　　　　　　　10g

　砂 糖　　　　　　　4g　　　　

　顆粒和風だし　　　1g

※

秋の味覚


