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巻 頭 言
—

日本鋼管病院

副院長

【豊かさの副作用】

吉岡 政洋 —

や、年齢や手術の前か

日本は四季折々の風情が美しい国ですが、最近は暑

ら持っている病気の重

い夏と寒い冬の間で、激しく季節が変わり、突発的な

さを加味した合併症の

豪雨や異常に発達した台風などに見舞われることが多

発生率を計算すること

くなりました。春秋の穏やかで快適な日は数えるほど

もできます。しかし患

しかないと感じています。これも地球温暖化の影響な

者さんが自分でこのよ

のか、仕方がないという思いと、この辺で思い切っ

うなややこしい成績を

て便利で豊かな今の生活を捨てて、質素で自然環境に

理解した上で、病院を

配慮した人類本来の姿に戻るべきではないかという思

選択するというのは難

いが交錯します。医学の進歩もこの贅沢な私たちの生

しいことです。誰にで

活の一部であり、新しい医療技術が導入されるととも

も簡単に理解できる病

に医療費の増加が著しくなりました。このまま高額で

院の指標を、私たちも工夫して創っていかなければな

大量の医療資源を消費し続けるのか私たちも分岐点に

りません。

立っています。またこうした医療の豊かさが、私たち
が人生を終わる際に本当の満足をもたらしているのか？
疑問になることもしばしばあります。

【ナンバーワンではなくオンリーワンの医療】
また、数多くの良い手術をしてナンバーワンの病院
になるためには、手術後の患者さんを早く退院させて、

【医療は科学か？】
かつては名医の経験則が大事であった医療の意思決

手術後足腰が弱くなってしまったから、もう少しリハ

定方法は、最近は科学的根拠を基本にして行われるよ

ビリテーションをしていくということには応えられま

うになり、大きく変わりました。医師の主観的判断を

せん。また癌が見つかったからといってすべての人が

できるだけ排し、薬の効果や治療法の有効性を判断す

手術を希望するわけでもありません。その人ごとに人

る際には統計学を応用した方法で検討が行われます。

生観も家庭の事情も異なります。患者さん自身が本当

これにより新しい薬や治療法などを、すべての病院が

に希望する、その人だけのためのオンリーワン治療を

同じ基準（ガイドライン）に従って使用することがで

正しく選択してもらうことが大切です。

きるようになり、医療の質を高めることに貢献しまし

そのためには、病院は自らが行う医療の特徴を分か

た。さらに病院の治療成績も標準化され、例えば癌手

りやすく表現し、患者さんは自分が希望している医療

術の成績も病院毎に 5 年生存率や合併症の発生率など

はどこで受けられるのか探さなければなりません。

で評価されるようになりました。

2

次の患者さんを入院させなければなりません。高齢で

当院でもこうした皆様のお役にたてるよう、地域連

人間の先入観を排するために、科学的に分析し評価

携室の機能を拡充しました。地域の医療機関の情報や

することは本来正しいことですが、そこにも落とし穴

紹介などのご相談をお受けしています。病院医事課の

があります。がん手術の 5 年生存率は、早期がんの人

前にあります地域連携室に遠慮なくお声を掛けて下さ

を沢山手術すれば当然よくなります。高齢者やお体の

い。また、今号の「地域医院との連携」では、日ごろ

条件の悪い人を手術すると、手術後の合併症はかえっ

大変お世話になっている川崎区医師会長の鈴木真先生

て増加し、腕の悪い病院といわれてしまいます。科学

をご紹介しています。地域の先生方と力を合わせて、

的にはこうした不公平がなくなるよう、早期がんと進

あなただけのオンリーワン治療を一緒に探してまいり

行がんの人の手術成績を細かく分けて計算すること

たいと思います。

ふれあい

vol.44

ピロリ菌除菌検査の保険適用範囲が広がりました
長い時間をかけて症状を引き起こす ピロリ菌
ピロリ菌（正式名：ヘリコバクター・ピロリ）
：胃の粘膜に棲みつき、胃がんや胃
潰瘍などの発生原因となる細菌。
胃がんは日本人に多く、年間約 5 万人が亡くなると言われており、日本人の 2 人
に 1人はピロリ菌に感染しているとされ、胃がんの人はほとんど感染しているとも
言われています。
感染する人の多くは子供の頃に感染。感染経路は「身近にいる肉親などが感染者
だった」
・
「飲水（井戸水）
」
・
「便」など様々で、特定できない場合がほとんど。
そこから延々と棲みつき、長い年月をかけて一部が胃潰瘍や胃がんに変化すると
考えられています。上下水道の普及によりピロリ保菌者は減っていますが、普及途
上に子供世代だった50代以上の日本人の約70～80％が感染者だと言われています。

胃粘膜に住みつくピロリ菌

症状が軽くても保険適用へ
ピロリ菌を除菌すれば、胃がんの発生を大幅に抑制できることは分かっていましたが、今までピロリ菌の除菌治療は、
「胃
潰瘍」
・
「十二指腸潰瘍」
・
「早期胃がんの治療後」など症状が進んだ状態でなければ保険適用されず、大きな自己負担額が
生じました。
しかしこの 2 月、将来的な胃がん予防の効果が認められたことから、ピロリ菌による慢性胃炎の方にも保険の適用範囲
が広げられました。つまり、今まで重症でなければ保険を使ってピロリ菌の除菌治療を受けられなかったものが、軽度の
症状でも可能になり、胃がんの早期予防に大きな効果を見込めることになったのです。

検査と治療
保険が適用されるためには、医師による「慢性胃炎」等の診断のもと、内視鏡検査（胃カメラ）やその他の検査を受け、ピ
ロリ菌感染の有無を調べます。その結果、ピロリ菌による慢性胃炎が確認されれば除菌治療を行います。
治療は『3 剤併用療法』といって、
「2 種類の抗生物質」と「胃酸を抑える薬」を1日 2 回、一週間服用するだけです。約 1
～ 1ケ月半後に、除菌できたかどうかを呼気検査（吐いた息を検査する）で調べます。最初の治療で大半は除菌できますが、
下痢や腹痛などの副作用で薬を服用できなかったり、薬に耐性を持つピロリ菌がいるなどで除菌が失敗した場合、薬の種
類を変えて再び除菌療法を行います。
陽性 ピロリ菌がいる

受診
内科
消化器科
消化器内科

内視鏡検査

呼気検査
便検査
血液検査
陰性 ピロリ菌がいない

除菌療法開始

除菌できたか判定
ピロリ菌が残っている

内視鏡検査

陽性 ピロリ菌がいる

ピロリ退治の強い味方？
除菌検査を受ける前にヨーグル
トを継続して食べると除菌の成功
率が上がるとも言われています。
乳酸菌「LG21」にはピロリ菌の活
動の抑制に効果があると言われて
おり、これを含む市販のヨーグル
トを治療 2 ～ 4 週間前から食べる
ピロリ菌
と良いとか。
また、除菌治療後に胃酸が増え、胸焼けなどの症状が
出た場合にもヨーグルトを食べることで症状が抑えられ
る効果も期待できるそうです。
LG21
乳酸菌

表は検査の流れの基本例です。患者さんの症状やご要望に
より検査の順番や内容が変わる場合がありますので、あら
かじめご了承下さい。

除菌できた

二次除菌

予防は大事
ピロリ菌だけが悪者ではありません。タバコや塩分の
過剰摂取など、日頃の生活習慣も「胃がん」のリスクを高
める大きな要因ですが、ピロリ菌を除菌することにより、
「胃がん」のリスク減少効果を期待で
きることも確かです。ピロリ菌保菌
率の高い高齢者の方はもとより、が
んに罹った場合進行の早い若い方も
注意してみてはいかがでしょうか？
なお、検査をご希望される場合は
当院「消化器内科」を受診し、医師に
ご相談下さい。
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～羽ばたけ 卵
藤友 亮太

病棟：3 階南病棟
出身：広島県
卒業：広島国際大学
—仕事は慣れましたか？
覚える事が多く優先順位を考えて行動していく必要があり、
先輩方に丁寧にフォロー・指導していただいています。できる
ことや分かることを少しずつ増やしていって、良い看護ができ
るようになりたいです。
—入職した頃と比べて変わったことはありますか？
自由な時間が減り、毎日が早く感じています。学生の頃の自
分に会えるなら、
「そげに寝とる暇があるなら、ちいたあ勉強せ
んかい！」と言ってやりたいです。
—川崎の暮らし心地はどうですか？
街を歩けばいつも何かしらの催しが行われていることに驚き
ます。いつも賑やかで煌びやかな街だと思っていますが、その
割に病院周辺は暮らしやすいので、今の生活に慣れたら、もっ
と色々なところに出掛けたいです。
—ひとり暮らしの感想を教えて下さい
実家と違って全て自分でやらなければならないので、休日は家
事と買い物をして過ごすことが多いです。学生時代も一人暮ら
しをしていましたが、当時はよく実家に帰っていたので、上京
して改めて親のありがたさを感じています。

因幡さつき

病棟：4 階南病棟
出身：岩手県
卒業：岩手女子高等学校
—仕事は慣れましたか？
毎日の業務に追い付くのがやっとです。まだ慣れないことも
多いため、今は先輩方に支えられながらやっと仕事ができてい
るような感じです。
でも、まだ何もできない私に「ありがとう」
「頑張ってね」と
患者さんが言ってくれた時は嬉しくて、
『もっと頑張ろう！』と
強く思います。
—入職した頃と比べて変わったことはありますか？
看護師としての責任感が大きくなりました。また、学ぶこと
が多い仕事なので、日々学び努力していくことの大切さを感じ
ています。
—川崎の暮らし心地はどうですか？
地元より都会で、買い物やカフェ・本屋さんなどお店が沢山
あってとても楽しいです。
でも、地元の自然が恋しくなる時もあります。
—ひとり暮らしの感想を教えて下さい
学生時代からひとり暮らしをしていたのであまり変わりません
が、たまに母の料理が恋しくなる時もあります（笑）

4
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—どこか遊びに行きましたか？
先日中華街へ行ってきました。都会に住んでいるとテレビで
見る有名なお店もたくさんあるので、気になった所へ出掛けて
います。食べ過ぎないように気をつけたいです。
—お世話になっている先輩方へメッセージ
上京してから毎日慌ただしいですが、先輩方をはじめ同期の
仲間や友人など多くの人に支えてもらいながら過ごしていると
感じています。感謝の気持ちを持ち、色々なことを学び、いつ
か、支えているように自分も接することが出来るようになろう
と思っています。

同期と
カラオケ

熱唱！
ストレス発散？

は
さてボク
ょう？
し
で
こ
ど

—どこか遊びに行きましたか？
友達とディズニーに遊びに行きました！川崎から「夢の国」
まで、行きたい時に行ける距離なので、とても嬉しいです。こ
れからもっと色々な所へ遊びや旅行に行きたいと思います。
—先輩へメッセージ
毎日私をあたたかくご指導して下さり、ありがとうございます。
今、頑張っていられるのは、優しい先輩方や患者さんのおかげです。
これからも頑張りますので、よろしくお願いします。

親友二人と
宅飲み～

雨の中
ー♪
ディズニ

楽しく
飲み会♪

たち 2013 ～
能登今日子

病棟：5 階北病棟
出身：東京都
卒業：西武文理大学
—仕事は慣れましたか？
毎日がいっぱいいっぱいで慣れたとは言えませんが、先輩方
に支えていただいて業務が行えている状況です。毎日が大変
ですが、患者さんの笑顔やありがとうという言葉で「頑張ろ
う！」と気力が湧いています。
—入職した頃と比べて変わったことはありますか？
学生の頃に比べて、患者さんと接するときの責任感の重みを
感じます。また、食生活が炭水化物中心になってしまっていま
す。
—川崎の暮らし心地はどうですか？
川崎は、欲しいものはすぐに手にはいるし、かわいいお店や
映画館があって、暇潰しにブラブラしてても楽しいところだな
と思います。
—ひとり暮らしの感想を教えて下さい
母親の料理の偉大さをひしひしと感じています。おいしいご
はんが食べたくて、連休に実家に帰るのが楽しみです。
—どこか遊びに行きましたか？
友人と那須の温泉に行きました。露天風呂だったので、空が
きれいで空気もおいしくて感動しました。これから色々な場所

木村 優希

病棟：5 階南病棟
出身：埼玉県
卒業：神奈川県立衛生看護専門学校
—仕事で嬉しかったこと・辛かったことはありましたか？
先輩に「成長したね」と言われたことや、患者さんに「また
明日も会いにきてね」と言われたことが嬉しかったです。
—入職した頃と比べて変わったことはありますか？
学生の頃とは違って、国家資格を持つ仕事をするという責任
感をもつようになりました。
—川崎の暮らし心地はどうですか？
交通がとても便利で、横浜へも東京へもすぐに行けるという
ことや、川崎駅に出れば何でも手に入り買い物も一気に済むの
で、とても便利な場所だと思います。
—一人暮らしの感想、もしくは休日どのように過ごしていま
すか？
休みの日は友達と遊んでいるか、実家に帰ってます！
1 人暮らしは、自由はありますが寂しいです（笑）
—新しい楽しみは見つかりましたか？ どこか遊びに行
きましたか？
まだ新しい楽しみは見つかってないですが、これから
見つけていきたいです！

新人看護師

のその後

の温泉巡りをしたいです。
—患者さんへメッセージ
まだ一人では何もできない私に、みなさまからの「頑張って
ね」のエールがとても励みになっています。患者さんに安心し
ていただけるよう、しっかりした看護師になれるように頑張り
ますので、よろしくお願いします。

大学の同期の友人と食事会

友人と
B B Q！

—支えてくれている家族、友達、彼氏へメッセージ
いつもありがとう。本当にみんなに支えられています。だか
らこそ今の私がいると思います！これからも迷惑かけることあ
ると思うけど、応援よろしくお願いします。

ちょっとオシャレな
BAR で友達と語り！

中学時代の
仲良し組で
飲み会♥
卒業旅行で行った
箱根の海岸で
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新しい「がん」の検査方法、
もう知ってますか？
川崎生まれの最新検査
血液中のアミノ酸濃度を測定することで、がんなどの病気の可能性を解析する検査方
法が開発され、一般の医療施設でも受けることが可能になりました。
従来の検査やがん検診とは、異なる角度からがんの可能性を見つける検査で、当川崎
区殿町周辺に展開する ｢京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区」の予防医療
分野のひとつで、味の素㈱が開発したものです。

アミノ酸の役割

アミノインデックス（AICS）

人は体重の約 2 割がアミノ酸でできており、そのほと
んどがタンパク質として存在しています。食物（タンパク
質）を摂ることでアミノ酸を作り、同量のアミノ酸を分解
して尿や便として排泄するというサイクル（代謝）を毎日
繰り返し、ほぼ 2 ～ 3 ヶ月で身体のタンパク質を入れ替
えています。人は身体の中でさまざまな新陳代謝を絶え
ず行なっていますが、
これらのネットワークを作る役目を担っ
ているのがアミノ酸なのです。
人体の血液中のアミノ酸
バランスは一定になるよう
に常にコントロールされてい
ますが、病気になると代謝
がバランスを崩し、血液中
のアミノ酸の濃度やバラン
スも同様に崩れてしまいます。

この点に着目し、血液中のアミノ酸濃度を測定して、
健康な人とがんに罹っている人のアミノ酸濃度のバラン
スの違いを統計的に解析することで、
がんであるリスク
（可
能性）を予測する検査※が生まれました。この検査方法を、
アミノインデックスがんリスクスクリーニング
（AICS検査、
アミノインデックス検査）といいます。
※A
 ICS 検査は、がんであるか否かをはっ
きりと判断するものではありません。そ
れぞれのがんについて、
リスクの確率を0.0
～ 10.0 の数値 (AICS 値 ) で報告し、そのリスクを判断する
目安として「ランク A ～ C」に分類します。数値が高いほど、
がんである確率（リスク）は高いと言われています。
ランク分類
AICS 値

ランク A
0.0 〜 4.9

低い

AICS 検査の特徴

ランク B
5.0 〜 7.9

がんであるリスク

ランク C
8.0 〜 10.0
高い

対象となるがん

● 採血検査のみなので、簡単で身体的負担が少ない
● 複数のがんを同時に検査できる
● 早期がんや、発見しにくいがんにも対応している

腫瘍マーカーとの違い

 がん・肺がん・大腸がん・
胃
前立腺がん・乳がん・子宮がん・
卵巣がん

有能だけど万能ではありません

腫瘍マーカーは、がん細胞が作り出すタンパクやホル
モンを測り、間接的にがんの存在を見つける検査です。
AICSはアミノ酸バランスの乱れ方が、がん患者のそれ
にどれだけ近いかを数値で表す検査です。がんがある程
度大きくなり、タンパクやホルモンの放出量が増えない
と判定が困難な腫瘍マーカーに対し、AICS で測定する
アミノ酸バランスは、
初期がんの段階から変化が表れます。

注意していただききたいのは、AICS により全てのが
んが見つけられる訳ではないということ。がんの検査に
は、AICS の他にも画像診断や腫瘍マーカーなど様々なも
のがあり、
それぞれがんに対するアプローチの仕方が違い、
長所短所があります。これら複数の検査を併用することで、
がんを発見できる可能性は高くなりますので、がん検診
や人間ドック等も定期的に受けることをお勧めします。

費用について
検査項目
検査対象となるがん
男性 AICS4 種類 胃がん、肺がん、大腸がん、前立腺がん

女性 AICS5 種類 胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮がん・卵巣がん

18,900 円
10,000 円

ドック・健診センター TEL 044 -333 -6674（直通）
受付時間：平日 9：00 ～16：30

※午前中は大変混み合うため、対応にお時間を頂戴する場合がございます。予めご了承願います。
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18,900 円

女性 AICS2 種類 乳がん、子宮がん・卵巣がん

AICS のご予約、お問い合わせについて
ドック・健診センターにてお受けしております。お気軽にお電話下さい。

6

料金（税込）

～楽しい糖尿病教室～ ウォークラリー 2013
当院では、同じ病気を持つ患者さん方が互いの情報交換や交流を深める場を持っていただ
けるよう、糖尿病患者会「ツツジ会」をサポートしています。ツツジ会では年間を通じて各種
催しを企画していますが、今回は年一回のメインイベントである「ウォークラリー」の模様をご
紹介します。
毎年 5 ～ 6 月に親睦を深めるために開催されるこのイベント、今年は 5 月11日（土）
、患者
さんとスタッフ合わせて 30 名が参加しました。
行程は浅草を中心とした名跡史跡を巡ります。当日は残念ながら雨模様。しかしそんな事は
ものともせず！ ツツジ会の旗のもと、
ストレッチで身体をほぐしてから皆さん元気に行進です。
吾妻橋を起点に、雷門・浅草寺・伝法院通り・園芸ホール・花やしきなど、浅草情緒を満喫
したら墨田公園で一休み。途中で雨に煙るツリーをバックに記念撮影。いよいよゴールのスカ
イツリーを目指します。ほどなく到着、下から見上げるとやっぱり圧巻。皆さんはもう行きま
した？展望台から、小雨の東京都心を見渡していたらもうお昼時、よく歩いたしお腹が空き
ましたよね？
さあ、お楽しみの昼食。今回はイタリアンです。あらかじめお店と当院栄養士が打ち合わ
せて用意したので、ピザやパスタなどボリューミーなメニューもばっちりカロリー計算済。お腹
が満たされたら、
体調チェックや血糖値測定、
インシュ
リン注射をして帰途につきます。
来年も企画しますので、是非ご参加下さい。新し

ツツジ会への入会やイベントへの
参加などのお問い合わせ

日本鋼管病院 栄養管理室：前田まで

い仲間もお待ちしています。皆さん、
お疲れ様でした。

COPD・SAS センター設立記念講演開催
近年増加の一途をたどる呼吸器疾患、当院呼吸器内科ではこれら
に広範に対応すべく「COPD・SAS センター」を設立しました。近
隣の医療施設や当院職員にセンターや呼吸器リハビリをより深く知っ
てもらいたいとの願いから、呼吸器リハビリのオーソリティである
高橋先生をお招きし、ご講演いただきました。
川崎市南部は日本有数の工業地帯ということもあり、呼吸器疾患

座長を務めた宮尾センター長

を患う方が多いことから、当日の参加者は、なんと100 名！！ 会場
はまさにすし詰め状態！気合も室内の温度も熱気ムンムンです。
高橋先生は呼吸器リハビリに長年取り組んでおられ、この分野で
は著名な方。著書も多数上梓されており、
NHKの
「ためしてガッテン」
でもその取り組みが紹介されるほど！

高橋先生

当日の演題は
『息切れ改善運動とCOPDの包括的リハビリテーショ

センターは各職種がチームを組んで
診療・リハビリにあたります

ン』
。画像を交えたお話は具体的で分かりやすくユーモアもたっぷり
で、あっという間に終了時間を迎えました。
●

演 題 「慢性閉塞性肺疾患に対する呼吸リハビリテーション
～運動で息切れを改善する～」

●

講 師 高橋仁美（市立秋田総合病院リハビリテーション科技師長）

●

開催日 4 月18 日（木）

満員の会場

センターの中心、原田・宮尾・関根
医師（左から）
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地域医院との連携

鈴木医院

今回は、京急大師線産業道路駅からほど近い川崎区田町で開
業されている鈴木医院の鈴木真院長先生にお話を伺いました。

Q1, よろしくお願い致します。早速ですが貴院の開設時のお
話を伺えますか？

昭和 16 年に父である先代院長が当地に開設し、平成 7 年
から私が大学を退職して引き継ぎ、院長を務めております。
先代は戦時中に開業したため、徴兵により一時休診してい
た時期があったそうです。

Q2, 先生が院長になられた時のご苦労や思い出を聞かせて下

さい

当時、大学の勤務医であり組織の一員という気楽さがありま
したが、自分が中心となる立場になり、まず力を入れたことは
スタッフとコミュニケーションをとり、信頼関係を築き、皆さ
んの協力を得ることでした。大変だったことは、当院で働いて
くれるスタッフを集めることだったかも知れませんね。
（笑）

画像診断以外にも、近年特に増加している高血圧や糖尿病
の患者さんの治療・管理や、肺がん、胃がんなどのがん検診

Q3, 診療において、特に留意されていることは何ですか？

にも積極的に取り組んでいます。

頼を得られること」
、
「安心して受診もらうこと」をポリシー

め致します。

診療所は地域医療を担う最前線です。
「地域住民の方々の信

として、日々医療に取り組んでいます。

Q4, 貴院の特徴について教えて下さい

健康だと思っている方も定期的な健康診断とがん検診をお勧

Q5, 先生は川崎区医師会長を務められていますが、地域と
の関わりについて伺えますか？

患者さんの年代層としては、歴史があり工業地帯に近い土

ご存知のとおり川崎区は病院の多い地域です。区内の病院

地柄、労働人口が多い若い世代から、先代院長の時から受診

の先生方と我々診療所の医師が、より円滑な医療連携の流れ

されているご高齢の方々まで幅広く来院されます。また、私

を構築できれば、それが地域住民の方々に利益をもたらすこ

が幼稚園の園医を務めている関係からか、お子さんの受診も

とができると考えており、区医師会長を拝命している立場か
ら、それらを強化する活動をしています。

多いですね。
診療の特徴としては、大学時代は放射線科に籍を置き、画像
診断を中心に行なっていた経緯から、CT や超音波・胸部 X 線
撮影などの画像診断を活かした診療を行っています。また、こ
れら検査全てが当院で行なえますので、迅速な診断が可能です。

Q6, お休みの時はどのようにリフレッシュされていますか？

ゴルフでしょうか。盆暮れの休みには、家内と一緒に海外

のコースへ出掛けることが一番の楽しみです。

Q7, 最後に弊院へ一言お願い致します

日本鋼管病院の小川院長は同じ放射線科の出身ということ

で長いお付き合いをさせていただいています。昨年院長に就
任されたばかり
で大変だと思い
ますが、頑張って
下さい！日本鋼管
病院、こうかんク
リニックの皆様に
は今後ともよろし
鈴木院長（CT 操作室にて）

ます。
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くお願い申し上げ

院
長：鈴木 真
診療科目：内科・小児科・放射線科
そ の 他：CT スキャン設置、禁煙外来、市がん検診（子宮がん・
乳がんを除く）
、乳幼児健診・予防接種、インフルエンザ等
住
所：〒 210-0822
神奈川県川崎市川崎区田町 1-6-15
T E L：044-288-5620
診 療 日：
診療時間
月
火
水
木
金
土 日・祝祭
9：00～12：00

●

●

●

●

●

●

×

15：00〜18：00

●

●

●

×

●

×

×

メ ー ル で 熱 中 症 対 策
この季節、お子さんや高齢者は特に注意が必要な熱中症。熱中症の発生は気温だけでなく湿度なども大きく影響します。
環境省では全国の「暑さ指数」を掲載した「熱中症予防情報サイト」を開設し、熱中症への注意を呼び掛けています。
「暑さ指数」とは、湿球黒球温度（WBGT）という湿度・輻射熱・気温の 3 つを取り入れた指標で、熱中症対策の目安と
なるものです。環境省ではその指数により「危険」
「厳重警戒」
「警戒」
「注意」
「ほぼ安全」と、5 段階に予防指針を区分して
います（表参照）
。
また、この情報のメール配信も 6 月から始まり、居住地点を登録すれば警戒レベルを超えそうな日の朝や、実際に超え
たときの危険性をメールで知らせてくれるそうです。スポーツのクラブ活動をしているお子さんをお持ちの方やお年寄り
と同居されている方などはメール登録してみるといいかもしれませんね！
詳しくは「環境省熱中症予防情報サイト」をご覧下さい。（表はいずれも環境省ホームページから引用）
運動に関する指針

日常生活に関する指針

気温
（参考） WBGT温度 熱中症予防運動指針

注意すべき生活活
注意事項
動の目安

温度基準

高齢者においては安静状態でも発
生する危険性が大きい。外出はな
すべての生活活動 るべく避け、涼しい室内に移動する。

危険
（31℃以上）

でおこる危険性
厳重警戒
外出時は炎天下を避け、室内では
室温の上昇に注意する。
（28～31℃※）
警戒
中等度以上の生 活 運動や激しい作業をする際は定期
（25～28℃※） 活動でおこる危険性 的に充分に休息を取り入れる。

※
（28 ～ 31℃）
及び
（25 ～ 28℃）
については、それぞれ 28℃以上 31℃未満、
25℃以上 28℃未満を示している。

日本生気象学会（2013）日常生活における熱中症予防指針 Ver.3より

31～35℃
28～31℃

強い生活活動でお 一般に危険性は少ないが激しい運
動や重労働時には発生する危険
こる危険性
性がある。

注意
（25℃未満）

35℃以上

WBGT31℃以上では、特別の場合以外は運動を中止
する。特に子どもの場合は中止すべき。
WBGT28℃以上では、熱中症の危険性が高い。激し
厳重警戒
い運動や持久走など体温が上昇しやすい運動は避ける。
28～31℃
（激しい運動は中止） 運動する場合は頻繁に休息をとり水分・塩分の補給を
行う。体力の低い人、
暑さになれていない人は運動中止。
WBGT25℃以上では、熱中症の危険が増すので、積
警戒
極的に休息をとり適宜、水分・塩分を補給する。激し
25～28℃
（積極的に休息）
い運動では、30 分おきくらいに休息をとる。

31℃以上

運動は原則中止

24～28℃ 21～25℃

WBGT21℃以上では、熱中症による死亡事故が発生
注意
する可能性がある。熱中症の兆候に注意するとともに、
（積極的に水分補給） 運動の合間に積極的に水分・塩分を補給する。

24℃未満

ほぼ安全
（適宜水分補給）

21℃未満

WBGT21℃未満では、
通常は熱中症の危険は小さいが、
適宜水分・塩分の補給は必要。市民マラソンなどでは
この条件でも熱中症が発生するので注意。

が ん ば れ 野 球 少 年 た ち
中日ドラゴンズの井端弘和選手、ベストナインやゴー
ルデングラブ賞を数々受賞、オールスターにも毎年のよ
うに出場している、野球好きなら誰もが知っているスター
プレーヤーですね。今年の WBC 台湾戦、土壇場で同点打
を放ち日本の窮地を救った活躍は記憶に新しいところで
す (^O^) ／
その井端選手は当院からすぐ近くの市立川中島中学校
の出身であり、2006 年から地元川崎市の少年野球発展
のために「井端弘和杯」を主催しています。例年大規模に
行なわれる大会ですが、
今年はなんと過去最高の 144 チー
ムが参加。優勝チームは、同じくイチロー杯や山崎武司
杯などの優勝チームとの交流戦を東京ドーム他で行なって
開会式、
ちょっと緊
張気味に
入場行進

いるそうです！
「なぜ、鋼管病院の冊子に井端選手 (?_?)」
ごもっとも (^^ ゞ
実はこの大会のメディカルサポートを務めているのが、
当院スポーツ整形外科の都賀誠二医師なんです。
大会に参加する選手は小学生で、成長期の真っただ中
にあります。肩や肘の管理は非常に重要で、
治療からスポー
ツリハビリテーションまで行なっている都賀医師は、野球
少年たちの心強い支えになっていることでしょう。
今後は「野球肘検診」を行ったり、
「野球健康手帳」を作
成して野球少年達の怪我や傷害予防について積極的に啓
発していきたいとのこと。都賀先生、頑張って下さい！！

始球式も

マジ！

優勝旗、

優勝チーム
に
井端選手か
ら

都賀医師、井
みんなの目標！ ヤ
端選手と
ク
ルトの雄
挟まれてパ 平選手に
チリ

優勝旗授与
元プロ野球

選手も

熱血コーチ

！

井端選手、
川崎区の
誇りですね
ー
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t opics
復活！
！
当院では、
「患者さんへお楽しみを提供する」
、
「近隣にお住まい
の皆さんとの交流を深める」
「音楽や芸能活動をしている皆さんに
発表の場を提供する」これらを主な目的として、芸能部というクラ
ブがレクリエーションを開催していましたが、諸事情によりしばら
く活動が途絶えていました。
が、しかしこの4 月、装いも新たに「こうかん通りコンサート」と
銘打って活動を再開しました！
記念すべき復活第一弾は、
『やすらぎ合奏団』
による合奏コンサート。
リーダーの石澤崇裕さんは、ご近所渡田にお住まいで、まさに趣旨
にピッタリ！
「ひょっこりひょうたん島」
「蘇州夜曲」
「川の流れのように」
「トップオブザワールド」
「ふるさと」
など、
おなじみの曲がピアノ・フルー
ト・ピアニカによって奏でられ、時にはみんなで合唱も。
久々の開催で、観にきて下さる方はいるのかな？と不安もありま
したが、
近隣にお住まいの方、
受診された方、
入院されている方等々、
50 名以上の方々が集まって下さり大盛況でした。なかでも、入院
が長い患者さん方が車椅子から一緒に歌ったり手拍子したりしてい
る姿に、
「企画して良かった！」と思わず感動(T_T)
この催し、今後も不定期ながら続けていく予定です。
「演奏」に
限らず、
「合唱」
「手品」
「落語」など、見たり聴いたりして楽しめる
ものであればどんな内容でも大歓迎！また、院内に展示する
「絵画」
や「写真」など、見て楽しめる内容の作品を提供・貸与していただ
ける方も併せて募集しています。
当院ホームページトップ画面→
「イベントボランティア募集」
バナー
からお申込み下さい。いずれもプロアマ・個人団体・ジャンルを問
いませんので、どしどしご応募下さい。お待ちしています(^O^)
最後に、
演奏してくれた石澤さん、
平野さん、
吉村さん、
ありがとうございました。また、聴かせて下さいね！

「看護の日」フェア開催
ナイチンゲールの誕生日にちなんで、毎年
5 月 12 日は「看護の日」に制定されています。
そして、12 日を含む週の日曜日から土曜
日までが「看護週間」。全国各地で看護にち
なんだ様々な行事が行われます。今年のテー
マは「看護が私を強くする。」
今年も一般の方々がボランティアとして参加して下さり、
各病棟で患者さんの身の回りのお世話など看護のお手伝い
をして下さいました。
参加者は、去年に続き今年も全員が男性！担当させてい
ただく看護師はニンマリですが、女性の参加もお待ちして
います（^ 人 ^）
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全国3位の郵便局ができた！
この 4 月、川崎区東扇島に川崎東郵便局が開局しました。
同区榎町にある川崎中央郵便局も大きいですが、川崎東
郵便局は地上 6 階建て、建物面積は約 56,000㎡。東京ドー
ムの面積が約 47,000㎡ですから、その大きさは想像がつか
ないほど！全国で 3 番目の大きさだとか。
立地も、首都高速・川崎港・羽田空港と「陸・海・空」へ
のアクセスの良さを生かし、物流拠点を置くには最高の場
所だそうです。
業務内容も驚きで、国内郵便物はもちろん、日本発着の
国際船便郵便物と全世界から到着するエアメールの全てを
処理するとのこと。取り扱い物数は 1日あたり、国内郵便が
約 390 万通、ゆうパック約 7 万個、国際郵便約 50 万通、国
際小包約 1 万個を見込んでいるそうです。局内で働く人も
正規非正規合わせて約 1,300 人だそうで、何もかもがケタ
違い！！
東扇島公園に遊びに行った際は、一度訪れてみると改め
てビックリするかも。

横浜ゴムがあった場所も
ワイルドブルーヨコハマを経て、
35 号に第一回を掲載して以来のコーナー
復活！すでに忘れ去られていると思います
が、筆者の独断で再開します（` ～ ´）
次号は…未定？

今は立派な高層マンションに。
以前は日本鋼管の野球場だったことも。

ぶ

ら り

第二回

川崎運河

「川崎運河？海寄りの工業地帯にあるんじゃない？」
大抵の人はそう思うでしょ
う。そうではなく、大きな川も海もない鶴見区平安町や川崎区京町周辺から京
急の八丁畷駅近くまでの住宅街のど真ん中を流れる運河です！60 年ほど前ま
での話ですが…
運河の誕生
川崎運河は、大正時代にこの周辺を開発し工場を誘致しようという計画の一
環として、1919 ～ 22 年にかけて、一帯がほぼ水田だった鶴見区弁天町、寛政
町から八丁畷駅付近までを京浜急行電鉄が開削したもので、その時に出た土砂
で両岸を埋め立てて約 25 万坪の工業用地を造成しました。
ゴム通り
この時、川崎運河周辺に進出した主な企業に京三製作所と横濱護謨製造
（現：
横浜ゴム）があります。横濱護謨製造は、ワイルドブルーヨコハマの跡地に建
てられたマンション群の周辺で横浜工場を操業していました。鶴見側の通りは
「ゴ
ム通り」
と呼ばれていますが、
この名称は横浜ゴムの工場があったことが由来となっ
ているそうです。横濱護謨製造は戦争の影響により移転しましたが、京三製作
所は今も健在です。
京浜 = 京・浜？
しかし、第一次世界大戦（1914 ～ 18）後に日本を襲った経済不況で工場誘
致は思うように進まず、さらに太平洋戦争では、鶴見・川崎地区はアメリカの
空爆目標になり一帯は甚大な被害に見舞われたために工場誘致を断念、道路を
整備し住宅地として分譲しました。これが現在の川崎区京町や鶴見区平安町周
辺です。
ちなみに、この二つの町名の由来は、
「京浜」を一文字ずつとったもので、運
河を挟んだ川崎側を京町、鶴見側を浜町（現：平安町）と命名されました。分
譲当時は高級住宅街をイメージし、京の町に倣った地名を付けた（現在も残る、
一の辻・二の辻・一の通など）そうで、当時の住民は有名歌舞伎役者や、画家、
大企業の役職者など東京から移り住んだ裕福層だったそうです。

京町緑地の入口にある石製の案内。
横にあるフェンスも運河の護岸壁を
基礎にしている。

短い一生
運河開通当初は船舶も通航し、護岸でのカキ採りや釣りなど子供達の遊び場
として親しまれたようですが、肝心の工場がなければ工業用運河という本来の
役目を為しません。
さらに、周辺の宅地造成が進み、生活排水による水質悪化が急速に進んだこ
と、運河周辺の地盤沈下により運河の水が住宅地へ流出するなどから、運河の
埋め立てが 1941 年頃より始まり、1950 年代半ばには埋め立てが終了し、川
崎運河の短い一生は幕を閉じました。
名残…
現在、運河の面影を残すのは京町緑道にある高さ1m・厚さ10cm 程度のコ
ンクリート製の防潮壁くらい。それと言われなければただのコンクリ塀と素通
りしてしまうでしょう。これを読まれた方は、お散歩がてらこの遺構を探して、
当時の情景に思いを馳せてみてはいかがでしょうか？

京町緑地。規模は小さいが住民の癒しスポット
だとか。
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新任常勤医師のご紹介

facebook
はじめました

内科（循環器内科部長）

これからどんどん
更新していくので
チェックしてね！

お疲れさまでした
特殊検査科

伊藤 啓之

松尾 恵子

内科（循環器内科）

出身：東京都
卒大：昭和大学
資格：日本内科学会総合内科専門医・日本循環器
学会専門医・日本不整脈学会専門医
専門分野：不整脈
医師を志した理由：やりがいを求めて
モットー：後悔しない医療
趣味・特技：スポーツ、J-POP から K-POP まで
一言：その動悸、治しませんか？
麻酔科

熊丸 春美

出身：東京都
卒大：埼玉医科大学
資格：麻酔科標榜医、日本麻酔科学会専門医指導医、
日本医師会認定産業医
専門分野：集中治療、ペインクリニック
医師を志した理由：父が医師だった
モットー：安全第一
趣味・特技：上手ではないけどゴルフ好きです。あと、サーフィンも。
尊敬する人物：幼少時からの刷り込みで福沢諭吉
一言：病棟での呼吸管理などご相談下さい

こうかん会
基本理念と行動指針
1. 患者さん中心の全人的医療
安全で良質な高度医療を提供することは当然ですが、「病を
見ずして病人を診る」という言葉があります。
患者さんを単なる医療の対象としてではなく、一人の人間と
して接することが必要です。
患者さんひとり一人の立場に立った医療の実践が病院への信
頼感と満足感につながります。

3. 地域に根差した医療
近隣地区を中心に県下・都内の方々を対象として、医療のみ
ならず予防医学 ( 健診・ドック )、訪問看護等ニーズに応じ
た医療サービスを提供します。
◆患者さんと接する時には、自分の家族だという意識で行動し
ます。
◆患者さんのために最新の知識と技術を身に付け、他部署との
連携を図ります。
◆病診連携、病病連携をはじめ地域社会との関わりを積極的に
深めてまいります。

中央検査科

八木 和子

さん

6 月、定年退職される二人の職員の退職式が行われました。
お二人とも永きに渡り病院や関連施設を支えてくれた人達です。
当日は永年の勤務を讃え表彰の場を設けさせていただきました。
松尾さん、八木さん、本当にお疲れ様でした。
お二人の今後益々のご活躍をお祈り致します。

プロへのキャリアは
「ふきのとう」から始まります
日本鋼管病院では一緒に働いてくれる看護師さんを
募集しています。来年卒業見込みの学生さん、すでに
資格をお持ちの方、応募お待ちしております。

平成 26 年度

看護職員募集要項

勤務内容／ 病棟又は手術室における看護業務
（手術室は日勤のみ、呼び出し・待機あり）
待 遇

基本給

固定給

その他手当

計

4年生卒
（22才） 214,700 69,300

21,200 305,200

3年生卒
（21才） 206,000 69,300

20,500 295,400

2年生卒
（20才）
203,600 69,300
含高校専攻科卒

20,300 293,200

勤務時間／ 日勤 8：30 ～ 16：45
夜勤16：00～翌8：45
（2交替制）
日勤 8：30 ～ 16：45
準夜 16：00 ～ 23：30
深夜23：15～翌8：45
（3交替制）
応募資格／ 2
 014 年 3 月に看護師養成校を
卒業見込みの方、または免許取
得済の方
選考方法／ 面接・小論文（テーマ作文）
お問合せ先

日本鋼管病院 総務人事部リクルート室 永山・牧野
TEL：044-344-7566（直） E-mail：saiyo@koukankai.or.jp

見学随時受付中！

応募・見学・お問合せはホームページの
フォームからもどうぞ！
※「ふきのとう」…当院の看護教育評価システムで、5段階のうちの初級レベルの名称を言います

←携帯サイト
はこちらから

2. 誠意を持って奉仕する医療
病院で働く者全員が医療に直接関わっていることを認識し、
常に誠実に自己の職務に精励します。

さん

発行者：小川健二 編集：広報委員会
日本鋼管病院 〒 210-0852 神奈川県川崎市川崎区鋼管通 1-2-1
TEL 044-333-5591 URL：http//www.koukankai.or.jp
この情報誌に関するご意見・お問い合わせは E-mail：otoiawase@koukankai.or.jp まで

出身：東京都
卒大：昭和大学
資格：日本内科学会総合内科専門医・日本循環器学
会専門医・日本集中治療医学会専門医
専門分野：心不全、虚血性心疾患、心臓病理
医師を志した理由：結 果のはっきりした仕事で、
やりがいがあると思いました。
モットー：大変な仕事だけに楽しくやることを心掛けています。
趣味・特技：サッカー、時々読書、最近はご無沙汰ですが JAZZ を聴く
一言：息切れや胸痛等の症状があるときはすぐに受診して下さい。
急性期疾患も速やかに対応させて頂きます。

