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呼吸器内科部長　山口　朋禎
気 管 支 喘 息

生活のポイント
　もし喘息と診断されたら、生活環境を整え、ダニ・ホコリ・カビなどの発作の原因を減ら

すこと、家族も含めた禁煙、過労や心理的ストレスを減らすことが必要です。風邪により症

状が悪化することもあるので、うがいや手洗いを心がけましょう。自覚症状がなくても、自

分だけの判断で薬を減らしたり、止めたりするのはやめましょう。喘息は、治療を長く続け

ていくことが必要な病気ですが、定期的に受診し、自己管理を行うことで健康な人と変らな

い日常を送ることができます。

　喘息かも…と思ったら、早めに呼吸器専門医に相談しましょう。

気管支喘息とはどんな病気？
　気管支喘息（以下、喘息といいます）は、古代ギリシャから知られた病態であり、その名

のとおり、“息が喘（あえ）ぐ”疾患です。喘息で亡くなったり、入院を要する重症の患者さ

んは減っていますが、全体の患者数は減っておらず、人口のおよそ 6 ～10％くらいです。

　喉から肺の奥へ伸びている空気の通り道を気道といいますが（気管支は気道の一部分）、喘

息の場合、気道が慢性的に炎症を起こしていま

す（右図）。そのため、少しの刺激でも気管支が

反応して収縮し、ゼーゼーヒューヒューという

呼吸音（ぜん鳴）を伴う呼吸困難発作（喘息発作）

が起こります。発作以外にも、たんを伴う頑固

な咳、喉のいがいが感、息切れなどの症状があ

ります。

コントロールする病気
　喘息が治る（治癒）とは気道の炎症がなくなり、

薬を止めても発作がまったく出ない状態の事を

いいます。最近は治療が進歩し、特に子どもの喘息では、成長と共に治ることも徐々に増え

てきました。しかし、実際に治癒といえる状態にまで治療するのはなかなか大変で、薬を止

めると再び発作が起きやすくなります。

　その一方で喘息は、発作時以外は全く日常生活に支障がない病気です。ですから、「薬によっ

て発作や症状を“コントロール”することで、健康な人と同じように生活できる病気」と表現

されます。コントロールとは、発作時に適切に対応するということだけでなく、発作を起こさ

ない状態を維持するということです。その状態を続けることが喘息の治療には欠かせません。

気管支喘息の治療
　喘息治療には吸入薬がよく使われます。吸入薬には、毎日規則的に使う長期管理薬（気道

の炎症を抑えるステロイド薬と長時間気管支を拡張する薬）と、発作が起きたときだけに使

う吸入薬（短時間気管支を拡張する薬）があります。吸入薬は気道に直接作用し、少量で効

果が得られるため、副作用が少ないことが特徴です。

き　かん　し　ぜん　そく

やまぐち　　　　ともよし

健康な人の気道

喘息発作時の気道

空気の通り道
（広く呼吸が楽）

気管支の
まわりの筋肉

粘膜のむくみやはれ

空気の通り道
（狭く息苦しい）

気管支のまわりの
筋肉の収縮

たん

アレルギー性の
炎症を悪化させる
細胞の増加



 

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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「クリスマスコンサート」を開催しました。
　平成 28 年 12 月 16 日（金）１階エントランスホールにてクリスマスコンサートを開催しました。

　今年は、沼田樹奈（ヴァイオリン）、吉田奈生（ピアノ）、藤原拓実（テノール）、水野楓子（ソプラノ）

普段は、それぞれで活躍している４人と、「浦安ブルー・アイランド・ジュニア弦楽団」の子ども

達も参加し、素敵な演奏と歌を披露してくれました。

　ホワイトクリスマス、アメージンググレイスなど 12 曲を披露、最後は会場全員で、きよしこの

夜などのクリスマスメドレーを合唱しました。

患者さんや職員に、素敵な癒しの時間をいただきました…

「第１３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 2９年　   　　　　　　　　（土）
13:15 ～ 15:50（12:50 受付開始） 江戸川区船堀 4-1-1

 ５月 1３日 ●場所 / タワーホール船堀（小ホール）

★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）

阿部　澄乃（皮膚科部長）

赤田　信二
   　（ペインクリニック部長）

帯状疱疹・ヘルペスとは？ 

小田　慈
  　 （皮膚・排泄ケア認定看護師）

帯状疱疹といわれたら ～日常生活で気をつけること～ 

帯状疱疹（たいじょうほうしん）～痛みを残さないために～

「公衆電話設置場所」変更のお知らせ

帯状疱疹後の痛みの治療 ～神経障害性疼痛とは～ 
第１部

第２部

第３部

　公衆電話ですが NTT の都合により、平成 29 年 2 月 8 日以降、

下記 3 か所の設置に変更させていただきます。

■設置場所　①１階　１番受付窓口の横
　　　　　　②１階　時間外出入口手前、自動販売機の横　
　　　　　　③５階　中央エレベーター裏

5 月 12 日（金）
当院にて、

　開催いたします。

イベントのお知らせ

5 月12日は看護の日

※詳細は、次号で

お知らせいたします。

■携帯電話（通話・メール）のご使用は、下記の場所以外でお願いいたします。

　診察室、治療室、検査室、手術室、ＩＣＵ、病室（多床室）
　　※ご使用に際しましては、周りの方のご迷惑とならないようご配慮ください。

　　※プライバシーおよび個人情報保護のため、写真撮影・録音等をすることを禁止しております。

　　※大きな声での通話や、歩きながらのご使用等、マナーに反する行為はご遠慮ください。

【公衆電話に関してのお問い合わせ】

NTT 東日本南関東公衆電話サービスセンター TEL:0120-561601（土日・祝日を除く平日９:00 ～ 17:00）
１２３４

５

健康医学
センター

救急外来

売店 病院
出入口

総合受付

ATM

レストラン

エレベーター
ホール

1 階
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最新の医療機器を常に更新しています。
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●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

　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。

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 

　１２月～２月ぐらいがピークですが、まだまだ油断出来ない『ノロウイルス感染症』
　症　状：主な症状は吐き気、嘔吐及び下痢です。

　　　　　感染してから発症するまでの潜伏期間ですが、１～２日と他の感染症と比較して短い方で、

　　　　　症状の持続期間も平均１～２日と短期間です。

　治療法：特効薬はありません。脱水にならないようにできる限り水分補給をすること。

　ノロウイルスにワクチンはありません。特に子どもや高齢者は、簡単に感染し発病してしまいます。

効果的な予防法の１つとして『流水・石けんによる手洗い』があります。

他にもいくつか予防方法があります。

　　　・貝類を内臓を含んだままで加熱調理する際は、十分に加熱調理すること
　　　・貝類を調理したまな板や包丁は、すぐに熱湯消毒すること
　　　・嘔吐物などを処理する際は、塩素系消毒剤や家庭用漂白剤（ハイターなど）で消毒すること

　　　最も重要な予防方法は手洗いです！
　　　帰宅時や食事前には、必ず家族全員で流水・石けんによる手洗いを行うようにしましょう。

平成 2８年 12 月以降に着任した医師を紹介します。

■資格■

日本整形外科学会認定専門医、日本整形外科学会脊椎脊髄病医、日本脊椎

認定脊椎脊髄病指導医、日本整形外科学会運動器リハビリテーション医、

日本整形外科学会リウマチ医

■専門■　脊椎外科、脊柱側弯症、整形外科一般

脊椎全般の変形疾患および脊柱変形を専門としております。

これまでの経験をいかし、地域医療に貢献したいと考えております。

（なかはら　だいし）部長　中原　大志

日　時 テーマ 担　当

３/ ９

３/27

管理栄養士（木）

（月）
管理栄養士

糖尿病看護認定看護師

糖尿病の食事　外食編

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

■資格■

日本麻酔科学会認定医

麻酔科標榜医

■専門■

麻酔全般

医員　竹田　寛恵
たけだ　　　ひろえ

麻 酔 科

■資格■

日本麻酔科学会認定医

麻酔科標榜医

■専門■

麻酔全般

医員　小林　克也
こばやし　　かつや

麻 酔 科

■専門■

整形外科一般

医員　田代　薫
たしろ　　かほる

整形外科

【３・４・５月の土曜診療日】

整形外科

日　程 ミニ講座の内容・担当者

３/24（金） 社会資源の話し　　　　医療ソーシャルワーカー　浅山　倫子

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11・25日
４ 月 ８・22日
５ 月13・27日

※当日は直接会場までお越しください。

｛



　寒い日が続いていますが、暦のうえでは立春を迎えました。

梅の開花の便りが届くなど、春はすぐそこまできています。なかには、目や鼻がムズムズして、春の訪れを

体で感じる人もいるのではないでしょうか。暖かくなると外にお出かけしたい気持ちになりますが、日の当

たる窓際でほっこりするのも気持ちがいいかもしれませんね。

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２８年1２月1日現在）:  86 名

外来延患者数： 19,054 名

入院延患者数： 9,749 名

手術件数： 268 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

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

【病院薬剤師の仕事】

お近くの保険薬局（かかりつけ薬局）でお薬を受け取れます。
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、

病院１階の正面玄関横に設置してあります。

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。（利用料金は無料です。）

　薬剤師は処方箋の内容について、飲み合わせ・副作用・投与量・内服の方法等のチェックを行い、患者さん一人一人に適し

た形で調剤（調剤業務）します。複数医の医薬品の飲み合わせの他、食事や健康食品、サプリメントとの併用が医薬品の効果

に影響を与えることもあるからです。そして患者さんが正しく服薬出来るように薬の効果・使い方・注意点などを伝え、お薬

を交付し、お薬の質問や相談を受けています。

　調剤業務以外にも、【注射薬の調剤・混合調製業務】や、【病棟薬剤業務】、【医薬品情報業務】、
【外来化学療法室】など様々な業務があります。

　今回は、病院薬剤師の【病棟での活動】の一部について紹介します。

　患者さんに安全かつ適切に薬を使用していただけるよ

う、病棟の中の様々な医療スタッフと連携し、薬の副作

用などが起きないように入念に調査し対策を行います。

　入院された患者さんと面談し、服薬の状況を確認して、

飲み合わせやアレルギー歴などの確認を行います。薬の

使用前には症状、年齢、体格、腎臓や肝臓の機能などを

確認し、適切な投与量、注射薬の投与速度を判断したり、

起こり得る副作用とその対処法を患者さんやご家族に説

明します。

　薬の使用後には効果が出ているか、副作用が出ていな

いかを確認し、その内容を医師に報告し、薬の処方設計

や提案を行います。また、退院時には退院後の生活に合

わせた薬の使用方法を説明します。

　医師、薬剤師、看護師、管理栄養士など各々の役割を担っ

た医療スタッフが互いの専門性を尊重し、最大限の能力

を引き出し合うことによって最善の治療を行います。

　例えば、緩和ケアチームでは、薬剤師は医療用麻薬の

適正な使用法や副作用のチェックをして処方の提案を行

います。

　また、感染管理チームでは、薬剤師は感染の発生を監

視し、抗生物質の処方提案、消毒薬使用による院内感染

防止に努めます。

　患者さんの情報を共有し、最も効果的な治療法や方針

を検討するカンファレンスに参加するのもチーム医療に

おける薬剤師の役割のひとつです。

病 棟 業 務 チーム医療


