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外科部長
五藤　倫敏

胃がんについて

検査と診断は？
　検査はバリウムを飲む胃透視検査と胃カメラ検査（胃内視鏡検査）があります。

いずれも、がんの診断ができますが、細胞を調べる病理検査は胃カメラで行うため、

近年は、胃カメラが主流になってきています。

原因は？
　最近になって、胃の中にすみ着いたピロリ菌（ヘリコバクター・ピロリ）と呼ばれる細菌が原

因になっていることがわかってきました。菌によって慢性の炎症が起こり、粘膜の萎縮や腸上皮

化生と呼ばれる変化が起こり、がんが発生すると考えられています。この菌は、50 歳以上の日

本人の約８割が保菌しています。ピロリ菌を保菌している人で粘膜の萎縮が強い人や腸上皮化生

がみられる人は萎縮のない人に比べて5～6倍も胃がんになりやすいとされています。そのため、

胃カメラでピロリ菌を調べ、保菌者であれば除菌療法（除菌薬を 1 週間内服）を行うことを推奨

しています。

　また一方で、胃がんの発生は食生活に関係があるといわれています。たばこ、高塩分食、魚や

肉の焦げは発がんを促進します。逆に緑黄色野菜に含まれるビタミン A、C、カロチンは発がん

を抑制します。

胃がんは “がん” の中でも日本人に多いがんといえます。肺がんに
次いで死亡率の高いがんです。男女比は２対１と男性に多く、男
女とも 60 歳代に発症のピークがあります。日本
は世界的に見ても早期発見の技術や手術成績が優
れており、有効な抗がん剤の開発もあり、治癒率
は明らかに改善してきています。

症状は？
　早期胃がんの多くは無症状です。健康診断や胃の不快感で検査を行ったときにたまたま発見さ

れます。進行すると上腹部痛や腹部膨満感、食欲不振が症状としてあらわれることがあります。

検診のすすめ
　胃がん治療の進歩により胃がん全体の５年後生存率は 65.2％となっています。しかし、早期

胃がんでは 85.7％でステージⅣ胃がんでは 6.5％です※。つまり、いかに早期に発見できるか

が治癒のカギとなっています。早期発見には定期的な検診を受けることが重要です。定期的な検

診を受けることにより胃がんに罹患しても早期のうちに発見、治療ができ治癒につながります。

一度も検査を受けたことがない人はまず検診を受けることをお勧めします。

治療は？
　早期胃がんであれば内視鏡治療が可能な場合があります。内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）

という方法です。内視鏡による手術ですので、手術後の負担が少なく胃の機能も温存できます。

やや進行すると、手術治療になります。がんの位置により、胃を全部切除したり、３分の２切除を行っ

たりします。最近では腹腔鏡手術も導入され、より低侵襲に治療を行えるようになってきています。

また、抗がん剤治療も発達しており、手術できない進行がんに対しても、効果を示しています。

※公益財団法人 がん研究振興財団「がんの統計 '15」より引用



 

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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「第１5 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３０年   　   　　　　　　　　（土）
13:15 ～ 15:50（12:50 受付開始） 江戸川区船堀 4-1-1

 ５月１９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

【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）

神田　大（脳神経外科部長）

町田　裕（神経内科部長）

手術をしてでも歩こう！

浅山　倫子（医療ソーシャルワーカー）知っていると安心 転ばぬ先の杖

脳の老化防止で元気に歩こう！

第１部

第 2 部

第 3 部

「死ぬまで歩こう！！」

「地域医療連携情報交換会」を開催しました。

参加費
無料

定員
250 名

定員になり次第
締め切り

コース「シニア健診」のご案内新

【東京臨海病院 健康医学センター】 

　電　話：03（5605）8822（直通）

　お申込み受付時間：平日 午前9時～午後4時30分　第２・４土曜日 午前９時～午後12時　

健康医学センターからのお知らせ

　２月 15 日（木）、「地域医療連携情報交換会」を開催しました。日頃から

患者さんをご紹介いただくなど、医療連携にご協力いただいております

地域の医療機関から多くの先生方にご参加いただきました。

　今回は、当院 循環器内科部長 野本和幹医師、外科医長 坂元晴子医師、

整形外科医長 櫻本浩司医師の講演後、懇親会を行いました。

　江戸川区医師会・江東区医師会・墨田区医師会の先生方、地域の医療機

関の先生方など 31 名の方にご出席いただき、和やかで有意義なひととき

を過ごすことができました。

　お集まりいただいた先生方には大変感謝しております。今後も変わらな

いご支援、ご協力をお願いいたします。

毎年、職場で健診を受けていたけど、退職後は健診を受けていない・・・。区で受けられる健診より、もっと詳しい健

診を受けてみたい・・・。そんな方におすすめの新コースを３月末から始めます。

シニア健診コース　＜６０歳以上を対象とした新コースです。＞
　■検査項目
　　胸 / 腹部ＣＴ検査・血液検査・尿検査・腫瘍マーカー・身長体重・血圧・問診等、基本の
　　日帰り人間ドックと比べ、身体にご負担の少ない検査を中心としたコースです。
　■料金　３５，６４０円（消費税込み）  ※私学共済加入者の方は別途加入者料金となります。

健康医学センターでは「より快適に、よりスピーディーに、より正確に」をモットーに、ゆったりとした空間で最新の

設備と専門医による健診を行っております。ご興味のある方は、お問い合わせください。
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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 /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

※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。

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 

【３・４・５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。

３月10・24日、 ４月14・28日、 ５月12・26日 

認知とこころ　　　　　臨床心理士　五十嵐 美代3/23（金）

日　時 テーマ 担　当

糖尿病の食事　外食編

糖尿病と歯、足の話
歯科医
糖尿病看護認定看護師

管理栄養士

（月）３/ 12

（月）３/ 26

「クリスマスコンサート」を開催しました。
　平成 29 年 12 月 25 日（月）１階エントランスホールにて、『Juna & Karen アンサン

ブル／沼田樹奈（ヴァイオリン）、山下絵恋（フルート）、山下友輔（トロンボーン）、中島悠莉（ピアノ）、

清水ちひろ（ヴァイオリン）』と『浦安ブルー・アイランド・ジュニア弦楽団』による素敵なク

リスマスコンサートを開催しました。

　エーデルワイス、美女と野獣、ジングルベルなどクリスマス関連の曲を中心に演奏してい

ただき、患者さん・職員に癒しの時間をいただきました。

　今シーズンはインフルエンザが大流行となり、感染者数は国内で集計を開始してから毎週更新しています。

今シーズンの大流行は、昨年秋に発生したワクチン不足が影響していると言われています。（ワクチン不足が実

際に、インフルエンザの大流行に影響したのかは議論の余地があるところです。）

　大流行した原因のもう一つとして、インフルエンザの A 型と B 型が同時に流行したことがあげられます。

例年は、A 型が少なくなる２月頃に B 型が徐々に増えてくるのですが、今年は、A 型の流行と同時に B 型も増

加しました。そのため、このような大流行になっています。この状況がいつまで続くのか不安になりますが、

実は、一昨年のシーズンも A 型の流行中に B 型が出現し、その後 B 型は４月上旬まで流行を続けました。

今年も同じような経過となるかもしれません。

　インフルエンザ流行のニュースを心配するだけでは、いつかインフルエンザに感染して

しまいます。

　大切なことは、手洗い・うがいをして予防することです。ウイルスは主に鼻や口か
ら侵入しますので、鼻や口に運ばれなければ感染はほとんどしません。オーソドック
スな方法ですが、やはり手洗い・うがいをマメにすることが効果的なのです。



　冬季オリンピックが開催された韓国・平昌（ピョンチャン）は、有名なそばの産地であり、韓牛と呼ば

れる中でもブランド牛を飼育している山間部で、海岸にも近く、海産物と馴染みの深い地域だそうです。

こんな素晴らしい場所で熱き戦いが繰り広げられ、様々なドラマが誕生しました。

　今年、野球ではルーキーの清宮選手や大リーグに挑戦する二刀流の大谷選手、6 月にはサッカー・ワー

ルドカップがロシアで開催され、スポーツ好きには楽しみな１年になりそうです。

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29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29年12月1日現在）:  85 名

外来延患者数： 18,254 名

入院延患者数： 10,350 名

手術件数： 265 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

45

15
45

10

15
45

15
40

45

15
45

10

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 ～脳 の 活 性 化（記憶力を高める活動）～
　『見覚えのある方だが、名前が思い出せない』、『新しい事がなかなか覚えられない』など記憶力が落ちたと思われ
ることがありませんか︖また記憶力が落ちたのは、『年齢のせい』と思っていませんか︖
今回は『脳の活性化』をテーマに、記憶力を高める活動についてお話します。

視覚

嗅覚聴覚

味覚 触覚

見る

聞く 嗅ぐ

味わう 触れる

○ なぜ年齢を重ねると忘れやすいと感じるのか︖
　『年齢を重ねると忘れやすい』と感じるのは、時間感覚と環境の違いに影響されています。子どもの頃の１年間と大人

　になってからの１年間では、時間の感覚は随分違います。子どもにとって１年前は大昔に感じ、大人にとって１年前

　は最近に感じます。つまり年齢の厚みが違うため、大人が１年前のことを忘れるとショックに感じてしまいます。

　また『名前が思い出せない』と感じるのは、大人は子どもと比べ、接する人数が多く、その中から１人だけを思い出そ

　うとするため、時間がかかります。時間がかかることで、思い出せないと強く感じやすくなります。

○　記憶力を高める行動とは︖
　記憶力を高める活動を 5 項目あげました。皆さん意識してみましょう！！

　①五感を使って、記憶力を高めましょう。
   　視覚（見る）・聴覚（聞く）・嗅覚（嗅ぐ）・味覚（味わう）・触覚（触れる）の五感を使い、

　　脳を活性化させましょう。

　　例えば嗅覚を利用したアロマテラピーの香りを嗅ぐ刺激は、脳の大脳辺縁系を直接刺激します。

　　レモンの香りは、集中力を高める作用があり、ローズマリーの香りは、記憶力を高める作用があると言われています。

　②感情が刺激されること、興味があること、好奇心が湧くことをしましょう。
　　最近話題の映画やテレビドラマ・お笑い番組を見る、興味ある飲食店・観光地に出かける、知的好奇心が高まる本

　　を読むなどを積極的にしてみましょう。

　③軽い運動をしながら、記憶力を高めましょう。
　　運動は血液循環を促し、脳血流・脳細胞を活発化し、記憶力を高めます。ウォーキング、体操などの軽い運動を取り

　　入れ、記憶力の向上を図りましょう。またガムを噛みながらあごを動かす、笑顔を作る、指先を動かすことでも脳は

　　活性化されます。

　④記憶情報を入れる（インプット）よりも、出す（アウトプット）ことを高めましょう。
　　覚えたことを留め、詰め込むよりも、覚えたことを知人・友達に説明しましょう。説明する時は、表情豊かに声に出

　　し、手ぶり身ぶりで、行うと大変良いです。

　⑤睡眠をしっかり取るとともに、睡眠１～ 2 時間前に覚えたいことを記憶しましょう。
　　寝ている間に記憶定着を高める効果を、レミセンス効果といいます。寝る前に覚えた情報は、朝覚えた情報よりも

　　脳の定着率が高いとされます。眠る１～２時間前に覚えたいことを記憶して、レミセンス効果を発揮させましょう。

　　また理想の睡眠時間は、小学生が 10 ～ 12 時間、13 歳～ 20 歳までが９時間、大人が８時間です。　


