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神経内科部長　町田　裕
パーキンソン病

治療方法

パーキンソン病は脳の病気

特徴的な症状

　脳にあるドパミンという信号をやりとりする物質が減少して発症します。ドパミンは年齢とと

もに減っていきますが、同世代の健康な人よりも 10 年から 15 年早くに減ってしまうことが知

られています。ドパミンの減少により脳の中で運動機能に関する信号がうまく伝わらず、体を動

かしにくくなったり、自分の意思とは関係なく手足が震えたりといった症状が現れます。このド

パミンを産生する神経細胞がなぜ変化・減少するのかはまだはっきりと解明されていません。

　パーキンソン病は 1817 年に、ロンドンの開業医ジェイムス・パーキンソン
が初めて報告しました。その後、フランスの神経病理学者のシャルコーが
彼の業績を讃えパーキンソン病と命名しました。
　1960 年代までは発症から約 10 年で寝たきりになってしまう不治の病でしたが、現在では、
適切な治療とリハビリテーションで、健康人と変わらない生活を長く継続できるようになりま
した。モハメット・アリ、マイケル・J・フォックス、永六輔氏など病気と上手に付き合って
社会的にも大活躍されている方もいます。

　薬を飲むことによって症状を改善することができますが、病気の進行を止めることはできませ

ん。治療薬の中で最も使われる薬がレボドパ製剤ですが、長くたくさんの量を飲み続けると副作

用が出てきます。このため、現在ではレボドパ製剤の使用量を適切に抑え、それに代わる治療薬

を使っていくことで、寿命を延ばせるようになりました。

　また、薬物治療以外にも、脳に手術で電極を埋め込んで症状を改善する治療法も近年積極的に

行われています。その他、日本では行われていない治療法もあり、将来日本でもできることが望

まれています。

①手、足、身体全体に起こる震えが最初の症状として最も多く、左右どちらか一方の
　手指に起こります。振幅が大きく、無意識のうちに震えが起こり（安静時振戦）、　
　動作をするときには消失したり軽くなったりします。
②筋肉の緊張が高まり（固縮）、手足の動きがぎこちなくなり、身体が硬くなったよ
　うに感じます。他の人が患者さんの腕を曲げ伸ばししようとするとスムーズに動か
　ず抵抗感があり、ギコギコと、歯車のように感じること（歯車様拘縮）があります。
③動作が遅くなり、動作の開始がなかなかできない状態になります。固縮も動作が遅
　くなる原因となりますが、それとは別の症状と考えられています。
④倒れそうになっても、反射的に姿勢を直すことができず、転びやすくなります。（姿
　勢反射障害）。また、動作が緩慢なので、腕をつくなどの動作で体を保護すること
　ができず大ケガをすることもあります。この症状は初めから現れることはありません。
⑤精神面での症状も出現します。やる気がなくなるといったうつ状態や自律神経の症
　状でもある便秘や立ちくらみなども生じてきます。

東京都がん診療連携協力病院に《肺がん》が追加認定されました。

都の認定するがん専門病院です。ガイドラインに則って最先端の治療を行います。
ー 肺がん・胃がん・大腸がん・乳がん・前立腺がん ー
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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（金）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。

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▲

「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～

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

健康医学センターからのお知らせ オプション検査のご案内新

東京臨海病院 健康医学センター TEL.03（5605）8822（直通）/FAX.03（5605）8355［お申込み受付時間：月～金曜日 午前9時～午後4時30分］

7,560円（ＳＡＳ）睡眠時無呼吸簡易検査 睡眠時の無呼吸の有無を調べ、心疾患や脳血管障害のリスクを評価。
（ドック予約日の前日に機器の貸し出しをします。）

オプション名 実 施 内 容 料金（税込）

■1泊2日人間ドック終了のお知らせ
　諸事情により、平成１４年の開院以来行ってまいりました１泊２日人間ドックを、平成２９年３月末日で終了とさせていただきました。
　皆さまには、永きにわたりご利用いただき誠に有り難うございました。深く御礼申し上げます。
　なお、日帰り人間ドックは従来とおり行っておりますので、引き続きご利用のほど宜しくお願い致します。

　平成 29 年３月、鳥類から感染する【オウム病】で日本の妊婦が死亡するという事が発生しました。

【オウム病】はあまり聞き慣れない感染症で「なんだこれ？」と思った方も多いのではないでしょうか。1999 年以

降の調査では、国内で約400 例発生しています。

　【オウム病】とは、オウム、インコ、ハトなどのフンに含まれるクラミジアという菌を吸い込んだり、口移しで餌

を与えるなどを介して起きる 〈人畜共通感染症〉で、身近で危険のある感染症といえます。症状は、咳・高熱・筋肉

痛などのインフルエンザ様症状がでますが抗菌薬治療で治ります。しかし、抵抗力の弱い方だと重症肺炎などを起こ

すことがあります。

　近年はインコが人気で、家庭でも室内で飼うケースが多いようです。予防としては、『ケージ内の羽やフンをこま

めに清掃する。鳥に接触した後は、手洗いうがいをする。口移しで餌を与えない、などの節度ある接し方をする。』『ケー

ジの清掃時は、マスクを着用するなど口や鼻から菌が入らないように予防する』ことが大切です。



最新の医療機器を常に更新しています。
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副院長 就任の挨拶

看護部長 就任の挨拶

　この度、髙原静子看護部長の後を引き継ぎ、本年 4 月より東京臨海病院の看護部長に就任致しました。微力

ではございますが東京臨海病院開設以来、現場で培ってきた経験を活かし、来院される皆さまによりよい看護

サービスの提供を目指して参りますので、よろしくお願い申し上げます。

　当院は、職域病院であるとともに、東京都区東部における急性期医療の中核病院としての役割を担っていま

す。私は、「安心、安全、安定した」治療や看護を提供し、地域の皆さまに望まれる病院にすることが使命で

あると考えています。そして、臨海ナーシングの理念である「思いやりのある看護」を実現するために、専門

職としての知識・技術を駆使して、心のこもった温かい看護の提供に努めると共に、看護職員が誇りと喜びをもって看護の役

割を果たし、病院としての使命を果たせるよう、看護部を運営していきたいと思います。

　近年の医療環境の変化はめまぐるしく、高度な医療と充実した社会保障制度に支えられ、わが国は世界有数の長寿国家にな

りました。こうした中、医療・支援を必要とする方々が安心して受診できる病院作りをして参りたいと存じます。地域の皆さ

まにおかれましては、これまで以上のご理解とご協力をお願い申し上げます。

【５・６・７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。

５月1３・2７日、 ６月1０・2４日、 ７月８・2２日

小児科 長谷川  恵理
■専門■
小児科一般

心臓血管外科 林　佑樹

■資格■
日本産婦人科学会専門医

■専門■
産婦人科一般

■専門■
産婦人科一般

高草木　伸子（たかくさき　のぶこ）

　主に初診を含む「内科一般」を担当することになりました。内科では患者さんの訴えや病歴、生活歴などを

伺い、必要に応じて検査を行った上で診断を導き出します。薬による治療だけでなく、生活上のアドバイスな

どを含む総合的な診療を目指しています。対象は感冒や高血圧症など一般的な疾患が主ですが、必要と判断し

た場合は適切な専門診療科へ紹介を行います。慢性疾患などで長期のフォローを要する場合は、お近くの診療

所やかかりつけ医に紹介させて頂きます。

　また副院長として、院長を補佐しながらより良い病院になるよう努めて参ります。病院は職員のみでなく、

患者さんがあって初めて成り立つものです。皆さまのご意見に真摯に耳を傾けていきたいと考えています。

臼杵　二郎 （うすき　じろう）

産婦人科 清田　裕美

消化器内科 李　世容 産婦人科 松井　遼子消化器内科 野村　亮介

（さかもと　はるこ）

外科医長　坂元　晴子
（さかまき　みほ）

形成外科医長　酒巻　美保

（ごとう　みちとし）

外科部長　五藤　倫敏
（いり　まさのぶ）

消化器内科医長　井利　雅信

■資格■
日本形成外科学会認定専門医

■専門■
形成外科全般

■資格■
日本消化器病学会専門医・指導医、日本消化器内視鏡学会専門
医・指導医、日本肝臓学会専門医・指導医、日本超音波医学会
専門医・指導医、日本胆道学会指導医、日本がん治療認定医機
構認定医・暫定教育医・指導医、日本内科学会指導医、
■専門■
消化器内科学　超音波、超音波内視鏡、肝臓、消化器内視鏡

■資格■
日本内科学会認定内科医、日本消化器
病学会専門医、日本消化器内視鏡学会
専門医、日本肝臓病学会専門医
■専門■
消化器一般

■資格■
日本内科学会認定内科医

■専門■
消化器内科全般

■専門■
心臓血管外科

■資格■
日本外科学会指導医、日本消化器外科学会指導医、日本消化器
内視鏡学会指導医、日本大腸肛門病学会指導医、日本消化器病
学会専門医、ストーマ認定医
■専門■
消化器外科、一般外科

平成 2９年４月に着任した医師を紹介します。

■資格■
日本外科学会専門医、日本消化器外科学会専門医、日本乳癌学
会専門医・指導医、日本乳癌学会専門医・指導医、日本がん治
療認定医機構認定医・暫定教育医、マンモグラフィ読影認定医
■専門■
乳腺外科

■資格■ 日本内科学会認定内科医、日本呼吸器学会専門医・指導医、がん治療認定医機構がん治療認定医

■専門■ びまん性肺疾患、慢性呼吸不全

よろしく

　お願いします！

（い　せよん） （のむら　りょうすけ） （まつい　りょうこ）

（きよた　ゆみ） （はやし　ゆうき） （はせがわ　えり）



　4 月に入り、新聞等のメディアで、桜関連のニュースを見るたびに、「今週末はまだお花見できるかな？」とそわそわしな

がら過ごす毎日です。街では新社会人がスーツを着て緊張した面持ちで通勤している姿を見かけると、当時の自分を思い出

し、フレッシュな気持ちになります。

　さて、本号が平成 29 年度初の「はあと」になります。本誌の編集委員は病院で勤務する様々な職種スタッフで構成されて

います。各々の専門領域で皆さまに有効な情報を提供し、楽しんでいただけるような誌面づくりを心がけたいと思います。

診療実績診療実績

ホームページもご覧ください http://www . 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２９年２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２９年２月1日現在）:  82 名

外来延患者数： 17,947 名

入院延患者数： 9,267 名

手術件数： 279 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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りんかいシャトル
のご案内
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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

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。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 

日　時 テーマ・担当

（月）

（木）

６/ ５

６/2２

（月）

（木）

５/ ８

５/2５

日　程 ミニ講座の内容／担当

５/26（金）

６/30（金）

がん免疫療法について

・糖尿病の食事　基礎編

・糖尿病の運動

・シックデイ対策
　　～風邪やケガをしたときの対処法～

・糖尿病の防災対策

・糖尿病の飲み薬について
・低血糖について

●時間 /1３時～ 1４時（1２:40 開場）　
●場所 /2 階  大会議室　●参加費 / 無料　●申込み / 不要

＊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

費用
は

無料

当日
参加可

出入り
自由

管理栄養士

理学療法士
糖尿病看護認定看護師

薬剤師
糖尿病看護認定看護師

管理栄養士
糖尿病看護認定看護師

がんと糖尿病

呼吸器内科部長　山口朋禎

糖尿病内科医長　鈴木一成

◆放射線治療とは︖
　放射線（X線、電子線）を病気の部分にあてて治療します。
　病気の細胞のほうが正常な細胞よりも放射線によるダメージを受けやす　
　く、また回復しにくいため、病気の細胞を攻撃することができます。
◆治療の流れ
　主治医の先生と相談し放射線治療が必要となりましたら、放射線治療の担
　当医を受診していただきます。そこで治療のやり方や回数、副作用などを
　詳しくご説明します。
　放射線治療は 1日に 1 回ずつ毎日行います。通常、1週間～ 2 か月程かけ
　て治療します。放射線をかける時間は 1 回の治療につき数分で、痛みなど
　はありません。病気の種類や患者さんの体調により、通院で治療を行う場
　合と入院が必要になる場合があります。治療期間中は定期的に放射線治療医の診察があります。
　治療中及び治療終了後も、放射線治療医と主治医とで連携して診察しますのでご安心ください。

放射線治療装置【リニアック】更新のご案内
放射線治療装置【リニアック】を新しい機種に更新いたしました。
主に悪性腫瘍（がんなど）の治療を行う機械ですが、良性疾患（ケロイドなど）にも使うことがあります。

写真：放射線治療装置【リニアック】

◆最新の機器
　今回の更新で最新の機械を導入しました。今までの機械よりも、より正確になるべく小さな範囲をターゲット
　とし、患者さんの負担をより軽減した治療を行うことが出来るようになりました。
◆近隣の皆様へ
　当院通院の有無に関わらず、放射線治療のみ受診していいただくことも可能です。かかりつけの主治医とお話
　の上ご相談ください。

＊本年度より時間が変更になっております


