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子どもが事故を起こしやすい理由

頭部外傷の種類と症状
　頭部外傷後に起こる病態としては、皮下血腫（たんこぶ）、頭蓋骨骨折、急性硬膜外血腫、

急性硬膜下血腫、脳挫傷などがあります。頭蓋骨の中の病変は大きくなると閉鎖された空間

で脳を圧迫するため命に関わり、場合によっては手術が必要になります。

　脳挫傷と硬膜下血腫は受傷直後から意識が悪いことが多いため、医療機関に運ばれます。

特に、硬膜外血種は徐々に血の塊が頭蓋骨の中で溜まるので、最初は意識があっても時間が

経つと昏睡状態になり、緊急手術が必要となる場合があります。このように時間がたってか

ら容態が悪くなり、重大な疾患となることもあるため注意が必要です。

治　療
　頭の中で出血し、脳を圧迫していれば開頭して取り除く必要があります。頭蓋骨骨折の場合、

後に出血が溜まることもあるため、しばらく入院して様子を見ます。吐き気、頭痛が強い場

合も入院して経過を見ます。

　子どもは、運動機能が発達段階にあるためよく転びます。危険認知能力も低く、大人では

考えられない危険な行動もします。また、子どもの頭部は身体全体に比べて大きく、重心が

頭寄りになるため、転ぶときに頭部を打撲する確率が高くなります。

子どもは言葉にできない
　大人は、頭部外傷後に「頭が痛い」とか「目がかすむ」とか軽微な兆候も言葉にできます。

しかし、子どもは言葉にできないので、大人がいつもと違う兆候を見極めないといけません。

「いつもと違う」という抽象的なことも重大な疾患の兆候の可能性があります。

小児頭部外傷の診断
　東京臨海病院には中等症（傷病程度が重症又は軽症以外のも

の）の子どもが多く搬送されます。その際、子どもは、普通に

していたり、泣き叫んだりさまざまです。

　しかし、元気に見えても診断には慎重にならなければなりま

せん。最初にレントゲンを撮り、少しでも異常を疑う所見があ

れば、ＣＴ検査を行います。レントゲンでは見落としがちな骨

折もＣＴで確実に診断します（右画像）。

最 後 に
　子どもの頭部外傷は、東京臨海病院救急科に搬送される全症例の６％を占めており、稀な

疾患ではありません。しかし、入院が必要となる症例は少なく、多くは帰宅となります。

　お子様の頭部外傷後はあまり神経質になる必要はありませんが、いつもと違う印象（吐き
気や頭痛、その他いつもと様子が違うとき）があればすぐに脳神経外科を受診してください。

[ 頭部 CT 画像 ]

※CT画像の矢印が骨折部分です。
骨折している左の矢印の部分が
右の同じ部分に比べ、膨れてい
るのがわかります。

救急科部長　 佐藤 秀貴

小児頭部外傷



 

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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ICT times Vol.33
風しんが流行しています風しんが流行しています風しんが流行しています

「第８回 世界糖尿病デーキャンペーン」 を開催しました。
　『11 月 14 日の世界糖尿病デー』にちなみ、11 月８ 日（木）に世界糖尿病デーキャンペーンを開催しました。血糖値や血

圧測定、ミニ講座、食品展示、ご飯盛りや神経障害体験などを行い、多くの患者さんおよび近隣住民の方々にご参加いただき

ました。また、本年度より糖尿病患者さんのための防災グッズを展示し、大変参考になったとご好評をいただきました。

糖尿病
防災グッズ展示

▲ミニ講座「糖尿病にならないために」 ▲ミニ講座「いつでもどこでも体操」

「ジャパン・マンモグラフィーサンデー（JMSプログラム）」を開催しました。
Pink Ribbon

ミニ講座「糖尿病にならない食事」▲ ▲

このイベントの模様が、
J:COM「デイリーニュース」にて
放送されました。

▲検査・治療についてポスター展示、触診体験の模型 乳がん検診を受診しましょう！

　2018 年 11 月現在、関東を中心に風しんが流行しています。患者さんの多くは、ワクチンの定期接種をうけていない

30 ～ 50 代の男性です。妊娠中の女性が感染すると、精神や身体の発達に障害がでるお子さんが生まれる可能性がありま

す（先天性風しん症候群）。今回の流行により、全国各地で対策がとられ始めています。

■江戸川区では、区民で以下のいずれかに該当する方は、無料で風しんの抗体検査（風しんに十分な抵抗力をもっている
　かの検査）を11月より対象を拡大して実施しています。

◎対象者：（１）妊娠を予定又は希望している女性（19 歳以上の方）

　　　　　（２）妊娠を予定又は希望している女性と同居している配偶者・パートナー（平成 2 年 4 月 1 日以前に生まれた方）

　　　　　（３）妊娠している女性と同居している配偶者・パートナー（平成 2 年 4 月 1 日以前に生まれた方）

　　　　　（４）妊娠を希望している女性と同居している平成 2 年 4 月 1 日以前に生まれた方（配偶者・パートナー以外の方）

　　　　　（５）妊娠している女性と同居している平成 2 年 4 月 1 日以前に生まれた方（配偶者・パートナー以外の方）

◎注　意：ただし、下記の方は対象となりません。

　　　　　・明らかに風しんの予防接種歴がある方

　　　　　・検査で確定診断を受けた風しんの既往歴がある方

◎検査実施場所：風しん抗体検査医療機関（詳細は江戸川区ホームページでご確認ください。）

　　　　　　　　※当院ではこの制度の検査は実施しておりません。

★母子健康手帳がある方はワクチン接種歴があるか確認しましょう！

♥「ジャパン・マンモグラフィーサンデー」とは・・・

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）が年に１度、

10 月の第３日曜日（ナショナルマンモグラフィデー）

に、マンモグラフィ検診が受けられるよう、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す。

　平成 30 年 10 月 21 日（日）健康医学センターにて、ジャパン・マンモグラフィサンデーを開催しました。当日は、マンモ

グラフィ検診だけでなく、乳がんのこと、検査のことを知っていただこうと、乳がん触診体験のできる模型や、検査・治療に

ついて掲示物等を設置し、診療放射線技師が説明や質問に答えるなど受診者の皆さまに楽しんで検査を受けていただけました。



最新の医療機器を常に更新しています。
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参加費
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 

日　程 ミニ講座の内容・担当者

1/25（金）

★【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！

2/22（金）

日　時 テーマ 担　当

（木）１/10

（月）１/21

（木）２/  7

（月）２/18

●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。

平成 30 年度

【１・２・3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。

１月12・26日、 ２月 9・23日、 ３月 9・23日 

平成 30 年 12 月 2９日（土）～平成 31 年 1 月３日（木）は、
　　　　　　　　　　　　　　　年末年始につき休診とさせていただきます。

病  院

レストラン

売  店

28（金） 29（土） 30（日） 31（月） 1/1（火） ２（水） ３（木）

× × × ×
休業 休業 休業

病院直通バス 運休 運休 運休 運休

４（金）

休業 休業

×

運休

○

通常

通常

通常

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年 診 療 の ご 案 内末 年 始

○

通常

通常

8:00～14:00
（LO.13:30）

通常営業（７:30 ～ 19:30）

東京臨海病院 クリスマスミニコンサート 2018 のお知らせ
2018年12月17日（月）  16:30～　当院 1 階エントランスホール
●出演者／

沼田樹奈（ヴァイオリン）、山下絵恋（フルート）、中島悠莉（ピアノ）、清水ちひろ（ヴァイオリン）、川村咲季（ソプラノ）

浦安ブルー・アイランド・ジュニア弦楽団（５名）

●曲目（予定）／踊り明かそう、きよしこの夜、G 線上のアリア、アヴェマリア　他

※参加費無料、申込不要です。お誘い合わせのうえ、お気軽にお越しください。

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

薬剤師
糖尿病看護認定看護師

～血糖値を下げる運動を知ろう～

～バランスよく食べよう～

糖尿病かるたで楽しみながら学びましょう

×
休業

運休

3/22（金）

がんとつきあうための工夫～セルフモニタリングについて～　臨床心理士　五十嵐 美代

腸内環境を整えよう　　管理栄養士　青木　淳子

リンパ浮腫なんか怖くない～自分でケアするリンパ浮腫～　リンパ浮腫療法士　永井 真由美



診療実績診療実績

ホームページもご覧ください http://www . tokyor inka i . jp/

〒134-0086 東京都江戸川区臨海町 1-4-2 電話 03-5605-8811（代表）FAX 03-5605-8113日本私立学校振興・共済事業団

東京臨海病院

平成30年10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10月1日現在）:  91 名

外来延患者数： 20,044 名

入院延患者数： 8,913 名

手術件数： 256 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
10
11
12
13
14
15
16
17
18

◎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

大 根（だいこん）

　この号が発行される頃は、時期的にクリスマスそしてお正月と年末ムードのことでしょう。毎年思うことですが、あっとい

う間に１年が過ぎるような気がします。振り返りますと、今年も世の中ではさまざまな出来事がありました。

個人的にも喜ばしいことやそうでないこともあり、色々なことがあった１年でした。来たるべき新しい年は

どんな 1 年になるのか思いを巡らせながら、「平成最後」の年の瀬を過ごしたいと思います。

　大根は国内生産量が多く、親しみのある野菜といえるでしょう。年間を通して手に入れ
ることができますが、６月から８月の間に採れるものは夏大根といい、辛みが強いのが特
徴です。11 月から３月までに採れるものは秋冬大根といい、水分が多く甘みが強いとい
う特徴があります。最も多く流通しているのは、青首大根という種類です。
美味しい大根を食べて、寒さに負けないよう体調管理していきましょう。

葉付きの場合は、泥がついていると新鮮です。根の部分はハリ、ツヤがありずっしりと重

いと良質です。また、叩いてコンコンと音がするものがおいしいです。

葉は切り落として早めに使い切りましょう。根はラップで隙間がないように包み、切り口

を上にして野菜室に立てて保管しましょう。

辛み成分の一つである、イソチオシアネートを含みます。特に根の先端部分に多く、葉に

近い部分の約 10 倍も含まれています。切ったり、すりおろしたりすると細胞が壊れ、酵

素によって作られる成分です。

皮に近い部分にビタミン C が多く含まれるため、きれいに洗って皮ごと食べるか、皮を薄

く剥いて食べると効率よく摂取することができます。

また、葉にもβカロテン、ビタミン B₁、B₂、C などが豊富に含まれています。βカロテン

の吸収率を高めるためには、調理に油を使用することがポイントです。根の部分と一緒に

味噌汁にしても美味しいですが、油で炒める手作りふりかけはβカロテンの吸収率を効率

よく上げることができ、独特な食感や苦みを楽しむことができます。また、葉にはカルシ

ウムも豊富に含まれています。

●鮮度の見分け方・・・

●保 存 方 法・・・・

●特徴的な成分・・・

●栄 養 成 分・・・・

【大根おろし】は部位によって風味が変わります。

甘みを活かすなら首元、辛みを活かすなら先端を

すりおろしましょう。

おいしく食べるコツ

真ん中は肉質が均一で甘みがあるため、

【ふろふき大根やおでん、ポトフなど煮
込み料理】に適しています。

油で炒めて、

【手作りふりかけ】を

作りましょう。


