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循環器内科部長
野本　和幹

心 筋 梗 塞

心筋梗塞になりやすい人
　動脈硬化の原因となる高血圧、脂質異常症、糖尿病、喫煙者、また心筋梗塞の家族歴のあ

る人に多く発症します。

　高血圧、脂質異常症、糖尿病は、生活習慣病と言われており、偏った食事、運動不足、過

度の飲酒、喫煙、ストレスなどが積み重なって発症することがあります。

　予防には、食事や運動などの日常生活での注意が大変重要になってきます。

症 状
　胸の中央部または左胸部の重苦しい痛みや焼けつくような痛みで、３０分

以上持続するのが特徴です。冷や汗や吐き気、呼吸困難を伴うことがありま

す。狭心症では、１５分以上持続することはまれで、症状が持続していると

きは、心筋梗塞の可能性があります。経験したことのないような胸の症状が

みられた場合は、早めに検査を受けるようにしましょう。

治 療
　心筋梗塞の多くは、救急車で病院に搬送され、直ちにカテーテル治療が行われます。東京

都では CCU ネットワークという心筋梗塞の患者さんを迅速に専門施設に救急搬送するシス

テムがあり、24 時間カテーテル治療を受けることができます。当院も東京都 CCU ネット

ワークの加盟施設となっており、24 時間体制で心筋梗塞患者さんの治療にあたっています。

心臓病についてのご相談がありましたら、【循環器内科】を受診してみてください。

検 査
　心筋梗塞は、突然発症するため事前に予期するこ

とは困難ですが、狭心症については、外来での検

査で診断することができ、冠動脈 CT 検査により

冠動脈の動脈硬化や狭窄の検出が可能です。

　検査により右図のように、左前下行枝（右）及

び右冠動脈（左）に狭窄が認められることが分か

ります（赤線で囲んだ部分）。

狭心症と心筋梗塞
　心筋梗塞の患者数は、年々増加傾向にあります。これは、心筋梗塞の

原因が動脈硬化であるため、食の欧米化、脂質異常症や糖尿病の増加と

関連していると考えられます。

　狭心症も心筋梗塞も、心臓の周りを走行している冠動脈の動脈硬化に

よる病気ですが、その症状と重症度は大きく異なります。

　狭心症は、冠動脈に狭窄病変が生じた状態で、症状は一過性です。それに対し、心筋梗塞は、

冠動脈に閉塞をきたした状態であるため心筋に非可逆的な壊死を生じ、心臓の機能障害をき

たします。突然死の原因となることもある非常に重篤な状態です。

しん　　きん　　こう　　そく

冠動脈 CT 検査｛右冠動脈（左）、左前下行枝（右）｝



 

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

「生涯自分の足で歩こう」 参加費
無料

定員
250 名

定員になり次第
締め切り

　5 月 12 日は、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「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。

看護の日看護の日 のイベントを開催します。

ICT times Vol.29

●日時 / 平成３０年

10:00 ～ 1３:00

５月 12 日

●場所 / 当院エントランス

★参加費無料、申し込み不要です。

　お誘い合わせのうえ、

　お気軽にご参加ください。

（土）

海外旅行では感染症に注意しましょう海外旅行では感染症に注意しましょう海外旅行では感染症に注意しましょう
　これから、大型連休や夏休みなどで、“海外旅行”をする方が多くなります。海外旅行では、旅行先の治安

に一番不安を感じるのではないでしょうか？  しかし、治安の良い国であっても、それぞれの国で【感染症
の危険】があります。

　現在、台湾から旅行者により持ち込まれた『麻しん』が沖縄で急増し、全国に拡大する事が懸念されてい

ます。ヨーロッパでも、ダニ媒介の脳炎や、ノロウイルスなど多くの感染症が発生しています。アメリカでは、

デング熱など熱帯の感染症なども警告されています。日本では数十年発生していない狂犬病ですが、いまだ

世界中で発生しています。南半球や、熱帯地方では夏にインフルエンザが流行するなど、日本国内では想定

していない事が海外では起きています。

　旅行の前に『FORTH（For Travelers’ Health: 厚生労働省検疫所）』などの

ホームページで情報収集を行い、訪問先の感染症に備えましょう。

　帰国後 1 ～ 2 ヶ月以内に、体調不良となり病院受診を行う際は必ず、
【旅行先の国名】と【滞在期間】を医師に伝えましょう。



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。

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 

【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12・26日、 ６月 ９・23日、 ７月14・28日 

日　時 テーマ 担　当

管理栄養士

理学療法士
糖尿病看護認定看護師

糖尿病の運動

糖尿病の飲み薬について
低血糖について

糖尿病の食事　基礎編
（月）５/  ７

（木）５/ 24

（月）６/  ４

（木）６/ 21

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

シックデイ対策

糖尿病の防災対策
～風邪やケガをしたときの対処法～

日　程 ミニ講座の内容・担当者

4/27（金） くすり・サプリメントとのつきあい方　がん薬物療法認定薬剤師　大塚 英希

5/25（金）
がんリハビリテーション　　　　　リハビリテーション室主任　笠原 剛敏6/22（金）

診察室から皆さんへ　　　　　　 消化器内科医長　   櫻井　則男

外　　科
後期研修医 小針　文

こばり 　　 あや

産婦人科 滝澤　彩子
たきざわ　      あやこ

消化器内科 廣本　貴史
ひろもと　　たかふみ

形成外科 河野　達樹
こうの　　　 たつき

腎臓内科 杉野　健太
すぎの　       けんた

循環器内科 向後　隆章
こうご　       たかあき

産婦人科 白井　有香
しらい　　　 ゆか

外　科 菅原　友樹
すがはら　     ゆうき

腎臓内科 谷　  崇
たに　　 　たかし

■資格■
日本眼科学会認定眼科専門医

■専門■
眼科一般

心臓血管外科 井坂　晋
いさか　   すすむ

脳神経外科 杣　夏美
そま　     なつみ

麻酔科 古川 亜理紗
ふるかわ　   ありさ

～血糖値を下げる運動を知ろう～

～バランスよく食べよう～
平成 30 年度

★【糖尿病スタンプラリー】を始めます。全テーマ参加者には、健康お役立ちグッズを贈呈しますので、ぜひご参加ください！

よろしく

　お願いします！よろしく

　お願いします！
腎臓内科
部　長 橋本　和政

はしもと 　　かずまさ 眼　科
医　長 髙橋　和久

たかはし 　　かずひさ

■資格■
日本産科婦人科学会専門医

■専門■
産婦人科一般

■資格■
日本外科学会専門医

■専門■
消化器外科
一般外科

■資格■
日本内科学会認定内科医

■専門■
循環器内科一般

■資格■
ICLS

■専門■
消化器内科

■資格■
日本内科学会認定内科医
日本透析医学会専門医
日本腎臓学会専門医
■専門■
腎臓病全般、腎不全

■専門■
一般形成外科

■資格■
日本内科学会認定内科医
日本透析医学会専門医
日本腎臓学会専門医
■専門■
腎臓内科全般
透析医療全般

■専門■
心臓血管外科
（血管外科）

■専門■
脳神経外科

■専門■
麻酔全般

■専門■
腎臓内科全般

■専門■
産婦人科一般

■専門■
一般外科

◎平成３０年４月に着任した

　医師を紹介します。

◎４月より『腎臓内科』の診療を開始します。



　桜はあっという間に散りましたが、気候の変動が激しいのは続いており、体調の調整についてはなか

なか難しい気候です。１日の最高気温と最低気温の差が１０度以上あると、心身の不調が現れやすくな

るという気象病の研究者の意見もあります。一枚の上着、一枚の掛け布団の差を体感的に予測し調整して、

上手にこの難しい気候を乗り切りましょう。

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30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30年2月1日現在）:  85 名

外来延患者数： 17,020 名

入院延患者数： 9,888 名

手術件数： 251 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
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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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瑞江駅行

瑞江駅行
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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

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

た け の こ

栄養素の特徴

　たけのこはロイシン、アスパラギン、グルタミン酸などのアミノ酸が多く、これらが旨味成分となっています。ロイ

シンは必須アミノ酸の一つであり、運動時のエネルギー源だけでなく疲労回復効果もあるといわれています。また、不

溶性食物繊維のセルロースが豊富であり、低カロリーで便秘予防・改善も期待できます。さらにカリウムも多く含まれ、

茹でても減りにくい特徴があります。カリウムには摂りすぎてしまった塩分の排出を促してくれる効果もあります。

　たけのこは、竹の地下茎から出る若芽のことです。
たけのこが店頭に並ぶと、春をより一層感じます。水煮など加工されたものは
通年手に入れることができますが、生のたけのこを味わうことができるのは春
先の旬の時期だけです。

下処理・保存方法

　生のたけのこは鮮度が命です。皮付きのまま、米ぬかと唐辛子を加えてゆでます。ゆで時間は 40 分～１時間程度が

目安で、大きいものは長めにゆでましょう。常温になるまで冷ました後、ゆで汁ごと密閉容器に入れ、冷蔵庫で保存します。

毎日、水を入れ替えることで 1 週間程度は保存できます。

適した料理

●栄養価（一人分）：エネルギー　397kcal　たんぱく質  8.4g　脂質　4.1g　炭水化物　77.8g　塩分　0.7g

■たけのこご飯（２合分）
　・たけのこ（ゆでたもの）　 100g

　・油揚げ　　　　　　　　　1 枚（30g）

　・お米　　　　　　　　　　2 合

　・うすくち醤油　　　　　　小さじ 2

　・砂糖　　　　　　　　　　小さじ 2

　・かつおだし（顆粒）　　　 小さじ 1/2

1. 米を研ぎ、30 分以上水に漬け、ザルにあけて水気を切っておく。

2. 下処理済みのたけのこをいちょう切りにする。油揚げは油抜きし、縦半分の細切りにする。

3. 炊飯器に米、うすくち醤油、砂糖、かつおだしを入れ 2 合の目盛りまで水を入れる。

　たけのこと油揚げを平らにのせて炊く。炊きあがったら、器に盛り付ける。

　※お好みで木の芽や三つ葉を飾ると彩りが良くなります。

穂先のやわらかい部分︓
　　　 和え物や酢の物

中央部分︓炊き込みご飯

根元の部分︓
薄切りにして炒め物

★様々な調理方法で楽しむことができます


