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 緩和医療とは
緩和ケア内科医長　佐藤  千代

　「緩和医療」や「緩和ケア」と聞くと、どのようなイメージを持たれますか？

　「もう終わりなのか」「見放されてしまった」などと思われるかもしれません。また、「まだ緩和ケ

アを受けるのは早い」と思われる患者さんやご家族もいらっしゃるかもしれません。

　ですが、そんなことはありません。WHO（世界保健機関）による緩和ケアの定義は「緩和ケアとは、

生命を脅かす疾患による問題に直面している患者とその家族に対して、痛みやその他の身体的問題、

心理社会的問題、スピリチュアルな問題を早期に発見し、的確なアセスメントと対処（治療・処置）

を行うことによって、苦しみを予防し和らげることで、QOL（当事者の生活の質）を改善するアプロー

チである」とされています。

緩和医療とは

　がんの治療中は、痛みや吐き気、食欲低下、息苦しさ、だるさなど体の不調、気持ちのつらさな

どが患者さんの日常生活の妨げになることがあります。

　これらの問題は、がん治療の初期段階から、程度の差はあっても多くの患者さんが経験します。よっ

て緩和医療は、がんが進行してからだけではなく、がんと診断されたときから必要に応じて継続的

に行われるものです。患者さんの「その人らしさ」を大切にし、つらさを和らげ、患者さんとご家

族の社会生活を含めて支える「緩和医療」を早期から取り入れることで、患者さんとご家族の療養

生活の質をより良いものにしていくことができます。

がんのさまざまな段階における「つらさ」の緩和

　がん患者さんにおいては、痛みの症状が出ることがあります。WHO 方式がん疼痛治療法は、世界

的に最も効果的で安全な治療法とされ、痛みの強さに従って段階的に鎮痛薬を使います。

　強い痛みには医療用麻薬（モルヒネ、オキシコドン、フェンタニルなど）が使われます。医療用

麻薬に対して、「中毒になる」「寿命が縮む」「最後の手段」といったイメージを持たれることがある

かもしれませんが、これらは誤った考えです。世界における長年のデータから、がんの痛みの治療

には医療用麻薬が効果的であり、医師の指示のもとに使用している限り、 安全であることが明らかに

なっています。医療用麻薬の一般的な副作用としては、吐き気や便秘などがありますが、これらは

予防や対処ができるので、安心して痛みの治療を受けることができます。

痛みの治療

　緩和医療は、がん治療中の病院や、緩和ケア病棟、ご自宅などを問わず、いずれの場でも受ける

ことができます。2007 年、がん対策推進基本計画で「すべてのがん診療に携わる医師が研修等に

より、緩和医療についての基本的な知識を習得する」ことが目標として掲げられました。これに基

づき全国で緩和ケア研修会が行われ、2018 年 2 月現在、医師の緩和ケア研修会修了者は 10 万人

を超えました。がん診療連携協力病院である当院も、がん診療に携わる医師はすべてこの研修を修

了しています。また専門の医師、看護師、薬剤師、栄養士などによる「緩和ケアチーム」もあります。

他病院緩和ケア病棟の紹介や、往診や訪問看護を受けながら自宅で療養される在宅療養の紹介もし

ています。

　緩和医療は、手術、抗がん剤治療、放射線治療と並ぶがん医療

の柱ともいわれます。決してあきらめの医療や終末期のみに対応

する医療ではありません。つらさを緩和しながら、自分らしく生

きることを支える大切な医療であることを理解いただけると幸い

です。緩和医療に関心を持たれた際は、ぜひ一度医師や看護師に

相談してください。

緩和医療の広がり
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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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クールビズ実施中

６/1 ～ 10/31

期間中、ノーネクタイ 等による対応とさせていただきます。ま

た、昨年に引き続き電力の削減を実施しており、院内の冷房温度

を高めに設定しております。

ご来院の皆さまの、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

七 夕
６月 15 日～７月７日まで、病院１階にて七夕を実施しました。

今年もたくさんの短冊が飾られました。ご自分やご家族への願

い等、皆様の願いがこもった短冊は、「神田明神」で祈願しお焚き

上げをお願いしました。

皆様の願いが
　叶いますように…

「第 16 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

 10 月 27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）

山田　俊夫（消化器内科部長）

笠原　剛敏（リハビリテーション室主任）

胃がんにならないために

五藤　倫敏（外科部長）

がんに対する運動の効果
第１部

第 2 部

第 3 部

参加費
無料

定員
250 名

定員になり次第
締め切り

胃がん・大腸がんに負けない

Pink Ribbon

「外来化学療法室」移動のお知らせ
【外来化学療法室】は、８月６日（月）より

３階に移動しました。（右図参照） 

ご迷惑をお掛けしますが、

お間違いのないように、

ご協力をお願い致します。

受付

自動ドア

エレベーターホール

大腸がんと生きていく

ジャパン・マンモグラフィーサンデー（JMSプログラム）を開催します！
平成 30 年 10 月 21 日の日曜日に、マンモグラフィー検査を行います。

ふだん子育て、介護、仕事などで、平日忙しい女性のために、年に１度日曜日に、

マンモグラフィー検査を実施する事に致しました。

（マンモグラフィーの結果は、後日郵送になります。）

結果で再検査が必要な場合は、当院乳腺外来にて女性医師が診察致します。

また、当日の検査及び再検査も当院女性技師が担当致しますので、

お気軽に受診してください。

●検査のお申し込み・お問い合わせは、

　東京臨海病院 健康医学センター

　TEL. 03（5605）8822（直通）／月～金曜日 午前 9 時～午後 4 時 30 分

♥「ジャパン・マンモグラフィーサンデー」とは︖
　NPO 法人 J.POSH が、2009 年より乳がん啓発強化月間である 10 月の第３日曜日を「ジャパン・マンモグラフィーサンデー
　（JMS プログラム）」として、全国どこでもマンモグラフィー検査が受診できる環境作りのために取り組んでいる活動です。
　子育て、介護、仕事などで多忙な平日を過ごす女性のために、日本乳がんピンクリボン運動（NPO 法人 J.POSH）が全国の医療
　機関や自治体に呼びかけて始めた取り組みで、昨年も 10 月 15 日 ( 日 ) に実施され JMS プログラムに賛同する 413 医療機関に
　て 5754 名の方が受診されました。

3 階

受付の
「インターホン」

を押して
お待ちください



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 

【９・１０・１１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。

９月８・22日、 10月 13・27日、 11月10・24日 

ICT times Vol.31

日　程 ミニ講座の内容・担当者

９/28（金）

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！

RS ウイルス感染症とは？RS ウイルス感染症とは？RS ウイルス感染症とは？

整形外科 石井　聖也
■資格■

日本整形外科学会専門医

難病指定医

■専門■

整形外科一般、関節外科（股、膝）

整形外科 林　孝儒
■専門■

整形外科一般

平成 30 年 7 ～ 8 月に着任した医師を紹介します。

はやし  　こうじゅ いしい 　　 せいや

10/26（金）

皮膚科 作田　梨奈
■専門■

皮膚科一般

さくた 　　　りな

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

インスリン注射について
低血糖について

糖尿病の食事　基礎編
（木）９/  ６

（木）９/ 20

（木）10/  ４

（月）10/ 15

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～

～血糖値を下げる運動を知ろう～

～バランスよく食べよう～

Ｑ．どんな感染症︖
Ａ．赤ちゃんに肺炎や気管支炎を起こします。
Ｑ．特に注意すべき人は︖
Ａ．早産児、心臓や肺に病気を持つ乳児、生後３か月以内の乳児。
Ｑ．予防するには︖
Ａ．うがい・手洗い・マスク・おもちゃや手すりを消毒する。

RS ウイルスは、とっても怖いんだよ～～︕︕
RS ウイルス感染症のポイント

　RS ウイルス感染症とは、RS ウイルスの感染による呼吸器の感染症です。なんども感染と発症を繰り返しますが、

生後１歳までに半数以上、２歳までにほぼ 100% の乳児が感染するとされています。特に０歳時は感染すると重症化

しやすく、肺炎を引き起こすこともあります。

　９月頃から流行し、初春まで続くとされてきましたが、近年では夏季より流行が始まるようになってきています。

　● 潜 伏 期：２〜８日

　● 症　　状：咳の悪化、喘息、呼吸困難症状の出現には要注意。

　● 感染経路： 唾液や鼻水が付着したおもちゃ、これらに触れた手指を介して感染。 ⇒ 接触感染
　　　　　　　咳やくしゃみによって発生する飛沫を介した感染。 ⇒ 飛沫感染

有効な治療薬がないため、
「かからないように予防する」
　　　　　　　ことがとても大切です。
常日頃からの手洗い、うがいが大切となります。

病院の検査がわかるシリーズ“生化学編”

病院の検査がわかるシリーズ“放射線科の検査”



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6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6月1日現在）:  91 名

外来延患者数： 19,128 名

入院延患者数： 9,210 名

手術件数： 294 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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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

【お薬の飲み合わせ（相互作用）】

　梅雨明けが早かったせいか、今年は夏が長く感じられます。それに加え、35℃以上の猛暑日が続き

気象庁より「異常気象」と発表されました。

　“長い夏”も“暑すぎる夏”も“夏”という季節が好きな私には、大変嬉しい毎日です。夏も終わりに近づき、

夏バテ気味の方も多いと思いますが、体調管理に気をつけて、厳しい残暑を乗り切ってください。

１．薬の飲み合わせに気をつけましょう

２．薬と食品の相互作用の例

３．相互作用を防ぐには
今回、ご紹介した組み合わせ以外でも、

相互作用を起こすことがあります。

このような項目に該当する方は、

必ず医師・薬剤師にご相談ください。

薬と薬の飲み合わせ、または、薬と食品（飲食物 / 嗜好品 / 健康食品等を含む）の食べ合わせには悪いものがあり、その

リスクを知らずに服用してしまうと良くない影響がでることもあります。この影響を相互作用といい、薬を服用する際に

は注意が必要です。今回は、特に注意が必要な身近な食品との相互作用についてご紹介します。

食べ物に相性の良くない「食べ合わせ」がある様に、薬にも相性の良くない「飲み合わせ」があることをご存知でしょうか︖

＋ ➡ ＋ ➡

＋ ➡ ＋ ➡

睡眠薬

降圧薬

（一部のカル

シウム拮抗）

抗菌薬

（キノロン系・

テトラサイク

リン系）

ワルファリン

カリウム ビタミン K を
多く含む食品

（納豆,青汁,クロレラ）

アルコール

錠剤

カプセル

食品、サプリメント

＜組み合わせは様々＞

グレープフルーツ

乳製品
（牛乳やヨーグルト）

ビタミン K が大量に含まれている

食品は、ワルファリンの効果を弱

めてしまい、血液凝固が起きやす

くなります。

アルコールにより、作用が強まり、

眠気などの副作用が出現する危険

性が高まります。

グレープフルーツに含まれる特有

の苦み成分により、薬の吸収が高

まり、血圧が下がりすぎるなどの

副作用が出現する危険性が高まり

ます。

カルシウムやマグネシウムなどの電解

質を多く含む食品と同じタイミングで

お薬を飲むと、腸管内で薬と電解質が

くっつき、吸収が妨げられ、抗菌効果

が減弱する可能性があります。

＋
＋

副作用を引き起こす可能性があります。

薬効が 増強 ⤴⤴

薬効が 減弱 ⤵⤵
期待した効果が得られず、治療に影響してしまう
可能性があります。

■ サプリメントや市販薬（一般用医薬品）、健康食品を
　 服用している。
■ 習慣的に飲酒している。
■ 好物があり、一定量をほぼ毎日摂取している。
■ 複数の医療機関から処方されたお薬を、服用している。

➡
何が起こるの︖


