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原点にあり続けるのは、
患者と医療者が

「ともに生きる」こと。
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昭和43年当時の建替え工事計画

戦後復興を果たした三井厚生病院でしたが、高度
経済成長を続ける日本国内にあっては、未だ病院
の規模は完全なものではありませんでした。当時の
院長と三井グループ首脳陣との間には病院再建計
画が約されており、職員にも新病棟建替えの機運
が高まっていました。1968年（昭和43年）、三井
グループ26社からなる「月曜会」は資金22億円を
各社で分担拠出し、近代的な総合病院への建替え
を決定しました。第1期工事として6,600m2の敷地
に地下1階・地上13階の最新医療病棟BC棟を
建設し、将来的にはA棟・D棟を新築し、4棟を接続
する計画としました。 （続く）
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2014年7月号
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骨の断面

　血液は、「血漿（けっしょう）」という液体成分と、赤血
球、白血球、血小板というそれぞれに特徴的な役割を持つ
3種類の「血球」と呼ばれる血液細胞からできています。血
球は、骨の中心部にある骨髄でつくられます。骨髄には「造
血幹細胞」という血球をつくりだす“もと”となる細胞が存
在しています。造血幹細胞は生涯にわたり細胞分裂を繰り
返し、血球をつくり続けます。この造血幹細胞に何らかの異
常が起こることで正常な血球が充分につくられなくなり、身
体に様々な症状が出る病気を骨髄異形成症候群（MDS）
と呼びます。

特 集 すすむ医療

医療技術の進歩に伴い、医療の現場は

どのように変化しているのか。

新しい技術とは一体どのようなものなのか。

広報誌「ともに生きる」では、こうした実情を医療の

最前線で活躍する専門医がひも解いていく

「特集 すすむ医療」を企画しました。

病気についての正しい知識を身につけ、

早期発見・早期治療に取り組んでいきましょう。

救える命がそこにある。
新しい医療技術、新しい薬。
日進月歩で進んでいく医療。

高橋 強志 医師
1992（平成 4 ）年　東京大学医学部卒業
1994（平成 6 ）年　東京大学第3内科入局
1999（平成11）年　東京大学医学系大学院卒業
2000（平成12）年　東京大学輸血部助手
2003（平成15）年　スタンフォード大学留学
2007（平成19）年　東京大学血液腫瘍内科講師
2010（平成22）年　三井記念病院血液内科部長
現在に至る。
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　症状の出方には個人差があります。また血液中の幼若な白血球

（芽球）の割合が多ければ多いほど病期は進んでいるとされます。

―白血病への進展はありますか？
　未熟で異常がある芽球が骨髄の中で増えると、急性白血

病に移行することがあります。数か月から十数年の経過で移

行します。

―骨髄異形成症候群とはどのような病気ですか？
　高齢者に多い血液の病気です。血液の主な成分である血

液細胞（赤血球・白血球・血小板）は、骨髄にある造血幹細胞

でつくられます。血液細胞の製造元である造血幹細胞に何

らかの原因で異常が生じると、そこで製造される血液細胞

にも異常が出てしまいます。異常のある血液細胞は、数が

足りなかったり、機能が不十分だったりします（造血不全）。

そのような異常を持つ血液細胞が増えると、正常な血液細胞

が減少し、結果的に貧血などの症状として表れます。症状

は、赤血球、白血球、血小板のどこに異常が多いかで異なり

ます。

血液の製造元である「造血幹細胞」に
起きた異常が原因の病

■赤血球の減少・機能異常：
　貧血（めまい、だるさ、動悸、息切れなど）

■白血球の減少・機能異常：
　易感染性（感染が起こりやすくなり、発熱する）

■血小板の減少・機能異常：
　出血傾向（あざができたり、血が止まりにくくなったり、
出血しやすくなる）

●造血の仕組み図

●各血球の役割

白血球 血小板 赤血球

体内に侵入してきた異物（細菌やウイ

ルス）から体を守る免疫の働きがある。

赤血球に比べて数は少ないが、白血球

には①好中球 ②リンパ球 ③単球 ④好

酸球 ⑤好塩基球の５種類ある。

出血を止める（止血）働きがある成分。

赤血球や白血球より小さく、出血部位

に集まって凝集し、血のかたまり（血栓）

をつくって血管の損傷部分をふさぐ。

赤血球に含まれるヘモグロビンが酸素

と結合し、全身に酸素を送る働きがあ

る。赤血球は血液量の約40％を占めて

いる。

約７～１０日 約４ヶ月好中球 ： 数日／リンパ球 ： 数日～数年

寿 命 寿 命寿 命
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―造血幹細胞に異常が生じる原因はなんでしょうか？
　現時点では解明されていません。ですが、現在の医療では

人間の遺伝子情報がすべて解析できるため、ある遺伝子に傷

がつき、また、年齢を重ねるうちに別の遺伝子に傷がついて、そ

ういうことの積み重なりが原因だと考えられています。ですから

高齢者に多く発症する病気であると考えられます。

―自覚症状はありますか？
　貧血やだるさなどは他の病気が原因でも起こりますし、症状

から自分が骨髄異形成症候群だと判断することはまずないと

思います。

　しかし、骨髄異形成症候群の疑いは、健康診断で行う血液

検査で見つけることができます。血球減少があったり、末梢血の

白血球分画で芽球が見られる場合などは、骨髄異形成症候群

を疑うきっかけになります。

　血液検査結果の数値の異常は、ご本人が見られてもわから

ないと思いますが、健診先の病院で指摘されるか、健診結果を

かかりつけ医に診てもらうなどすればわかると思います。

―骨髄異形成症候群を予防する方法はありますか？
　原因が解明されていないため、残念ながら予防方法も確立

していません。しかし、遺伝するものではありませんので、ご親族

に骨髄異形成症候群の方がいらっしゃったからといって、ご本

人も必ずなるわけではありません。

―治療法にはどのようなものがありますか？
　骨髄異形成症候群の治癒は、血液細胞の製造元である造

血幹細胞を取り替える、造血幹細胞移植しかありません。しか

し、病気の進行具合、年齢、全身の状態、ドナーの有無など条件

があるため、誰もが受けられるものではありません。ですから多く

の高齢者の患者さんには、治癒にはなりませんが、支持療法と

して骨髄異形成症候群の様々な症状を緩和するために輸血

療法や化学療法を行います。

―三井記念病院での現在の主流な治療法は何ですか？
　これまで当院では輸血が主な治療法でしたが、現在は患者

さんの状態によっては化学療法を行っています。輸血の場合、

症状が重い方だと週に何度もしなくてはなりませんでした。それ

は、患者さんにとって非常に負担が大きいものです。そこで、3年

前から日本でも承認された「アザシチジン」という薬剤を投与す

る化学療法を始めています。アザシチジンの投与によって造血

幹細胞の異常がなくなるものではありませんが、造血幹細胞の

造血能力は改善します。そうなると、これまで輸血に頼りきりだっ

た患者さんでも、輸血が不要になるところまで回復することがあ

ります。また、白血病への進行を遅らせるという効果もあります。

―期待されている治療法はありますか？
　骨髄異形成症候群の原因解明が進み、遺伝子異常に対す

る分子標的薬の開発も数多く行われているため、今後、化学療

法はさらに進歩すると思います。たとえば、ある遺伝子異常を

持っている人にはこの薬、別の遺伝子異常を持っている人には

この薬というように、原因のタイプに応じた薬の登場に期待して

います。

―骨髄異形成症候群と診断されたらどうしたら良いでしょ
うか？
　骨髄異形成症候群は、食生活や毎日の生活で予防したり、

進行を食い止めることは難しい病気です。病状、年齢、全身の

状態などによって適切な治療法がありますので、主治医とよく

相談しましょう。

自覚症状が分かりづらく原因が
解明されていない病。だが、
健康診断の血液検査で発見可能

治癒は難しいが、症状を軽減する
治療法が進歩している

まだ予防法が見つかっていない骨髄異形成症候群。

もし、原因不明の貧血や、知らないうちにあざができて

いるなどの症状がある方は、近くの病院で血液検査を

受けるか、最新の健康診断の結果を持ってかかりつけ

医に相談されるのも良いと思います。治療法はどんど

ん進歩しているので、あきらめずに医師とコミュニケー

ションをとり、前向きに治療と向き合っていただけると

良いですね。

「骨髄異形成症候群について
  覚えておいてほしい事」

高橋先生が
解説

　骨髄異形成症候群の治療薬として2011年1月に
アザシチジンが日本で承認され、同年3月から販売が
開始されました。三井記念病院では、同年5月にアザシ
チジンによる治療の1例目を行い、これまでに17例目
を数えています。

　「高齢で骨髄異形成症候群を患う患者さんは、諸条件
により骨髄移植が難しく、基本的には、不足している血液
細胞を輸血で補う、支持療法を中心としてきました。輸血
の頻度は患者さんの病状により異なりますが、月に1回程
度という方から、週に数回という患者さんもいらっしゃいま
す。頻回の輸血は身体への負担が大きく、また輸血により
症状を和らげることはできても病気の改善にはなりません。
　一方、アザシチジンは、細胞の基となるタンパク質の合成を
妨げることで、異常細胞の増殖を抑制します。また、骨髄異
形成症候群の細胞では、メチル化という異常によりがん抑制
遺伝子の働きが妨げられていると考えられていますが、アザ
シチジンは、このメチル化を阻害する効果も示されています。
　海外での臨床試験で、アザシチジンの有効率は約50％
でした。白血病への移行を遅らせる効果も確認されて
おり、アザシチジンの投与をしない場合と比べて9か月ほど
生存期間を延長できたという結果になっています。当院で
もほぼ同様の治療成績が得られており、治療が有効な場
合、週に数回の輸血を必要としていた患者さんの輸血が
不要になるという効果がみられています。
　アザシチジンの投与方法ですが、7日間の皮下注射また
は点滴・3週間の休薬を1サイクルとして繰り返します。治療
が有効であっても、投与を中止すると効果がなくなってしま
うため、基本的には投与を続けなければなりません。
　また、アザシチジンは正常な血液細胞にも影響を与える
ため、白血球減少や血小板減少などの副作用が現れるこ
とがあります。しかし、通常の抗がん剤でみられるような吐き
気や脱毛といった副作用はほとんどみられません。
　一概には言い切れませんが、これまで輸血に依存しな
いと日常生活を送れなかった骨髄異形成症候群の患者
さんにとって、輸血が不要になるかもしれない、というアザシ
チジンの効果は朗報だと思います。
　今後、投与方法の幅が広がり内服薬になる可能性も期
待されています。それが実現すると、入院や外来通院の負
担も軽減され、患者さんのQOLが向上するのではないで
しょうか。」

菊池 裕二 医師
2001（平成13）年　東北大学医学部卒業
2001（平成13）年　石巻赤十字病院内科研修医
2004（平成16）年　自治医科大学内科学講座
　　　　　　　　　血液学部門入局
2008（平成20）年　自治医科大学大学院医学研究科
　　　　　　　　　博士課程修了
2008（平成20）年　大田原赤十字病院血液内科副部長
2009（平成21）年　自治医科大学附属病院血液科助教
2011（平成23）年　栃木県立がんセンター血液内科
2012（平成24）年　三井記念病院血液内科
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1週

7日間 21日間

2週

4週間（28日間）を1サイクルとして複数サイクル繰り返す

3週 4週

●投薬のサイクル

1日1回
休薬 ・・・投与
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次回の「教えて！とも子さん」は「申請書」についてです。お楽しみに！ 

自宅を離れての入院。食事や入浴、消灯時間など慣れないルールが多く戸惑うかもしれませんが、
ここは病気を治すための「集団生活」と割り切って、病院のルールを守り生活しましょう。

皆さんは一日にどれくらい食塩を摂取しているかご存じですか？
日本人は一日に約11gの食塩を摂取しているとされ、この数値は世界的に見ても過剰摂取ぎみです。

塩分は身体にとって必要不可欠な成分ですが、
過剰に摂取すると高血圧などさまざまな疾患につながると言われています。

11

入院生活の心得

02

外食編

入院編

鈴木 真美
栄養部 管理栄養士
Interview
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「別に大音量でテレビ見てるわけじゃないし、消灯時間過ぎ
てても平気だよね！」

「今日は検査も手術もな
いから外出しちゃって平
気だよね。」

　食事の事、病室の事、持ち物の事、お隣さんの事、外泊の
事など、入院生活は自宅での生活とは全く違う環境で不自由
と思う点も多いと思います。わからない事や困ったことがあ
れば、まずは看護師に相談しましょう。
　三井記念病院では、入院時に「入院のご案内」という小冊
子をお渡ししています。その冊子が基本的な入院時のルール
となっていますので参考にしてください。

　睡眠・安静を十分とれる
よう消灯時間は22時、起床
時間は6時に定められてい
ます。また食事の時間や
検温の時間も決まってい
ます。
　病気を治すための一時
的な集団生活と割り切っ
て、ルールを守って心地よ
い入院生活を送りましょう。

「入院生活は他人との共同生活
です。お互いに思いやりを持って
生活しましょう」

●三井記念病院での入院時のある日のスケジュール

三井記念病院の栄養部では、栄養指導・食事相談を受け付けています。ご希望の方は主治医にご相談ください。

忙しい日に頼りになる外食。選び方や食べ方を工夫して
過剰な塩分をできるだけ控えましょう！
日本の外食産業は、価格帯も味も豊富で毎日でも飽きずに
利用できますよね。しかし、どうしても気になるのが塩分。
外食は多くのお客様が『おいしい』と思うように塩分が強め
に設定されていることがほとんどなので、選び方や食べ方
を工夫し、塩分を余分に取りすぎるのを避けましょう！

お酒を飲む人は要注意です。おつまみ系は塩分が強いモノ
ばかり！ 枝豆・魚介一夜干し・焼き鳥・塩辛。かまぼこやさつま
揚げにも塩分は入ってますよ。健康を過信しないで、少しず
つ食べ物の摂り方を気遣うようにしましょう。

[ 定食タイプ ]
●単品ではなく主食・主菜・副菜が揃った定食タイプを選ぶ
●みそ汁やスープの汁と、漬物は残す
●炊き込みご飯やふりかけなど主食に味がついているものは控える
●丼物を食べたい時は、具とごはんが別盛りになったタイプを選び、
　（例：牛丼より牛皿など）ご飯につゆが染み込むのを防ぐ
　また紅ショウガは塩分があるので食べすぎない

[ 麺類 ]
●ラーメン、うどん、そばなどの麺つゆは飲まない！
●つけ汁をそば湯で割って飲み干すのもＮＧ！

[ 寿司 ]
●寿司はネタ側に醤油を付ける
　（シャリは醤油が染み込みやすい）
●ガリにも酢飯にも塩分は含まれて
　いるので食べすぎない

外食は美味しくて便利な分、塩気が強いものと自

覚して、なるべく自炊を心がけましょう。

減塩のコツ 2

つゆは残す

[ 牛皿定食の例 ]

生野菜（ドレッシング無）を
追加すると良い

みそ汁は具だけ食べる漬物は残す

▶無断外泊・外出は絶対にやめてください。
▶外泊・外出希望は主治医または担当看護師に事前にご相談
ください。

▶テレビ・ラジオの利用は必ずイヤホンを使用してください。
▶携帯電話やスマートフォンの病室での利用は原則禁止です。
▶ゲーム機などの利用は、事前に看護師に確認してください。
 利用の許可が出ても、操作音や振動音が周りの方に迷惑を
かけてないか注意してください。
▶消灯時間を過ぎてからのライトの使用は周りの方への配慮
をお願いします。

テレビ・照明・携帯電話

外泊・外出

22：00

21：00

20：00

19：00

18：00

17：00

16：00

15：00

14：00

13：00

12：00

11：00

10：00

9：00

8：00

7：00

6：00 起 床

朝 食

検 温

昼 食

臨時検温

夕 食

臨時検温

消 灯



待機中の医療機
器でひしめくME
センター。
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三井記念病院の
登録医紹介
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三井記念病院では、地域医療機関との相互連携を一層密にし、医療を必要とする患者さんの
ニーズに応え、適切で切れ目のない医療提供の実現を目指しています。このコーナーでは、
三井記念病院の登録医としてご協力いただいている先生方を紹介していきます。

Interview

増田 勝彦 医師

―医師を目指されたきっかけは？

　よく遊んでもらった叔父が若くして

肺がんにかかりました。30代だったと

いうこともあり進行が速く、みるみる衰

弱していく姿を見ている中、子供なが

らに親族に一人は医者がいた方がい

いだろうと思ったことがきっかけです。

受験の際は両親に反対されるだろうと

思い、内緒で医学部を受けました。

―先生の専門領域は？

　大学では消化器外科と小児外科を

専門にしていました。当時は肝臓外科

手術をメインで担当しており、肝臓の

手術は長時間になる事が多く、ずっと

大学に寝泊まりする生活を送っていま

したね。

―当時の印象深い思い出を教えて

ください。

　肝臓は他の臓器よりも血管が多い

ため、手術の際に大量に出血してしま

うということがよくありました。自分が

執刀する手術でも大量出血が起こり、

輸血の必要がでました。血液が自分と

適合した患者さんに、手術を終えた

その足ですぐ献血し、血液を提供しま

した。医師として、患者の命を救うとい

う使命感や責任を果たすということを

身を以て体験した出来事でした。

―地域連携についてどのようにお

考えですか？

　私は、地域の方々が高齢になっても

ご家族とともに安心して地元で生活

できる環境をつくりたいと思っていま

す。足立区は基幹病院が少なく、高度

医療が必要な場合は、他の区へ行くな

ど長距離の移動を余儀なくされます。

ですから、当院での最初の診療は間

違いがない適切なものを提供しようと

努めています。広い分野の専門医や

最新医療機器などの医療体制、さらに

施設など介護体制も充実させ、出来る

だけ地元で最後まで過ごせるような環

境を提供したいと思っています。また、

当クリニックから他病院へ紹介する際

は、必ず「患者さんが自分の家族だっ

たら」という視点で紹介先を探しま

す。紹介先の先生の専門分野や病院

の評判などももちろん大きな選択肢で

すが、交通の便や駅からの距離など、

患者さんの体力的負担を極力かけな

いよう考慮して選びます。

―患者さんにメッセージをお願いし

ます。

　医師にかかる際は、遠慮せず、辛い

こと、やりたくない治療などなんでも

話してください。あと、医師に伝える手

段の一つとして、お薬手帳を管理され

ていたら持ってきて頂けるとよいです

ね。一冊のお薬手帳で余計な検査をし

なくてすみますし、より合うお薬を処方

できます。

増田クリニックの外観

MEセンターのメンバー

足立区を中心に乳幼児から高齢者まで誰でも安心して医療・介護を

受けられる体制を充実させている容生会。その理事長でありながら、

医師としてクリニックでの診察、在宅医療の往診、介護施設への

医療支援など365日24時間患者さんのためにたゆまぬ努力を

続けておられる増田医師にお話を伺いました。

●院 　 長 ： 増田 勝彦（ますだ かつひこ）
●住 　 所 ： 東京都足立区南花畑5-17-1
●T   E   L ：  03-3885-6837
●診療科目 ： 外科、整形外科、内科、総合診療科、
　小児科、小児外科、肛門科、人間ドック、リウマチ科、
　皮膚科、泌尿器科、循環器科、呼吸器科、麻酔科、
　リハビリテーション科、脳神経外科、緩和ケア内科
●診療時間 ： 月～日 09：00～12：30（日曜午前は10：00～
　13：00）、16：00～19：00 （土曜午後は14：00～16：00）
●休 診 日 ： 木曜・日曜午後・祭日・年末年始
●U   R   L ： http://www.yosei.or.jp/

増田クリニック

高度な医療、精密な検査、確かな診察に必要不可欠な医療機器を
安全に運用する要

かなめとは扇の末端になる骨を留める金具のことを指します。
かなめが無いと扇はバラバラになる事から、

かなめは「物事をまとめる中心」を意味するようになりました。
三井記念病院のかなめを取材していきます。

第2回

ＭＥセンター

　現代の医療に必要不可欠となってい

る医療機器。その種類は点滴に使う輸

液ポンプから人工心肺装置という超高

性能医療機器まで多種多様です。また

検査・診察・手術・リハビリと医療行為の

ありとあらゆる機会に出番があるため、

三井記念病院では30種類1,500台

以上の医療機器が稼働しています。

それらの医療機器すべてを安全かつ

効率的に運用するために「エンジニ

ア」として働くのが『ＭＥセンター』の

皆さんです。

　MEとはメディカル・エンジニア

（Medical Engineer）の略称で、日本

語に直すと臨床工学技士となり、医師

や看護師とは異なる面から医療行為を

支えています。

　その業務の幅は広く18項目にも上

ります。医療機器の点検・保守・管理

から、医療機器の購入や破棄、また、人

工透析装置の準備や操作、人工呼吸

器を装着している患者さんの様子を確

認して回る「ラウンド」、さらには手術

に立ち会い使用する医療機器の運用。

心臓手術では人工心肺装置の操作も

担当します。

「当院は扱う医療機器が多いですし、

外科手術も多い。また透析患者さんも

多いので、ＭＥひとりが何でもできる方

が効率的です。ですから、ＭＥセンター

では、誰かが固定の業務を担当するの

ではなく、1週間ごとのローテションを

組んで、一人ひとりがまんべんなくす

べての業務のスキルを上げ、メンバー

全員が全部の業務を担当できるように

しています。」

かなめ

病院中の医療機器の安
全を確保するため歩き
回るので、1日で病院内
を約20Kmほど移動し
てます。

竹ノ塚駅

元渕江公園

都立城北
特別支援学校

足立区立
渕江小学校

日
光
街
道（
国
道
4
号
線
）竹ノ塚駅

元渕江公園

都立城北
特別支援学校

足立区立
渕江小学校

増田クリニック日
光
街
道（
国
道
4
号
線
）

三井記念病院のMEセン
ターは全国に先駆けて
開設され、現在で43年
目を数えます。

若いメンバーを中
心にエネルギッシュ
な雰囲気があるME
センター。
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「第13回公開臨床病理検討会（CPC）」開催
2014年5月7日（水）

いずみサロン「お口の健康教室」開催
2014年5月14日（水）

社会保険労務士による就労個別相談会 開催
2014年5月17日（土）

「雲雀（ひばり）の会 
 ボランティアミニ・コンサート」開催

2014年5月17日（土）

地域連携フォーラム 開催
2014年5月21日（水）

折り紙教室 開催
2014年5月24日（土）

市民公開セミナー
『病気になっても働きたい！！』開催

2014年5月31日（土）

第8回さんとも会（前立腺がん患者会）開催
2014年6月7日（土）

いずみサロン「がんと美容教室」開催
2014年6月11日（水）

「モーモーズ」による季節コンサート 開催
2014年6月13日（金）

市民公開セミナー『動脈硬化による
病気の現況と日々 の予防』開催

2014年6月14日（土）

第15回腎臓病教室 開催
2014年6月28日（土）

「第14回公開臨床病理検討会（CPC）」開催
2014年7月2日（水）

いずみサロン「聞いて安心 痛み止め教室」開催
2014年7月9日（水）

地域連携フォーラム 開催
2014年7月16日（水）

社会保険労務士による就労個別相談会 開催
2014年7月19日（土）

東京大学「鉄門ピアノの会」による
ボランティアミニ・コンサート 開催 

2014年7月19日（土）

2014.

05

2014.

06

2014.

07

三井記念病院で開催した行事やイベントをご紹介しますNews

折り紙教室 開催

2014年5月24日（土）

第8回さんとも会
（前立腺がん患者会）開催

2014年6月7日（土）

　地域の方々や患者さんから毎回好評
の「折り紙おじさんによる折り紙教室」を開
催しました。当日は朝顔の作り方を学び、
色とりどりの朝顔が出来上がりました。

　当院に通院中の前立腺がんの患者さ
んやご家族を対象に、患者さんを中心とし
た会が行われました。当日は総会も行わ
れ、一年間の活動報告や今年度の予定、
さんとも会の在り方について活発に議論さ
れました。

平成24年に発足した「さんとも会」は現在43名、年4回会合を持ち、医療ス

タッフの先生方から有意義な話をお聞きすると共に、会員同士が自由に意見交

換をし、大いに満足しています。「さんとも会」のモットーは、「ともに語ろう」

「ともに安らごう」「ともに生きよう」です。次回開催は9月6日（土）です。参加

ご希望の方は、がん相談支援室にて承りますのでお気軽にご連絡ください。

TEL ： 03-3862-9252（直通）

「モーモーズ」による
季節コンサート 開催

2014年6月13日（金）

　一昨年好評だった「モーモーズ」による
季節コンサートを今年も開催しました。当日
は平日にもかかわらず約100名の方が来
場し、洋楽・邦楽の名曲を堪能しました。

※当法人への寄付は、社会福祉事業のための寄付金として税制上の優遇措置が適用されます。詳しくは当院経理課までご相談ください。

2014年4月～6月

皆さまから貴重なご寄付をいただきました

（順不同）

[   chi ・  jyou ・  i   ]

三井記念病院 耳鼻咽喉科 部長

　私は耳科学を専門としています。耳鼻咽喉科専門医

なのですが、耳鼻咽喉科領域も広く、さらに細分化された

分野別の専門があります。どんなものがあるかというと、

頭頸部外科：頭部・頸部の腫瘍を専門とするもの、鼻科学：

副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、嗅覚などを扱うもの、音声

外科学：声帯ポリープ、反回神経麻痺など音声障害を扱

うもの、そして難聴を扱う耳科学があります。アメリカでは

耳鼻咽喉科は医師が選ぶ専門医の人気Best 3のひとつ

です。アメリカの耳鼻咽喉科専門医数は日本と同じです

が、人口が３倍と考えるとその割合は３分の１です。主た

る仕事が手術であり、機能外科の専門医として人気があ

るようです。選抜試験で専門として研修できるかどうかが

決まるため、成績が良くないと行けない狭き門のようです。

　医療は生死を扱うことが多いのですが、QOL（生活の

質）の改善というテーマも大きな分野です。耳が聞こえな

いということに、どういうイメージをもたれるでしょうか。私た

ちは家族、友人、職場など周囲の人々に囲まれて生きて

います。「ともに生きる」ことは人間が社会的動物であるた

めの必要条件です。このためのコミュニケーションがとれ

ないと人間は孤立してしまいます。難聴の患者さんは、ちょ

うど全く言葉がわからない国に放り出された状態かもしれ

ません。外観は全く問題がないので障害はわかりにくく、

“他人を無視している”“人付き合いが悪い”、さらには

“能力が低い”と誤解されることもしばしばあります。悪循

環でこういうことが続くと人の中にでることが億劫になり、

ますます人と交流をしなくなってしまいます。患者さんの

お話を伺っているとつらさがよくわかります。こういう方の

難聴が改善すると一気に表情が明るくなり、社会活動が

活発になります。これが私たちの生き甲斐なのでしょうか。

　聴覚さらには平衡感覚を司っている内耳の研究が私

のライフワークです。小さな器官ですが、芸術的ともいえる

繊細で精巧な組織です。耳石器という重力を感じている

組織をレーザーで手術できないかというのがテーマでした。

無重力となる宇宙空間での課題でもあります。宇宙飛行

士が宇宙での生活を終え地球に帰還したとき、すぐには

立てないことを皆さんご存知ですか？インタビューでにこや

かに答え、颯爽とカメラの前を歩くのにはとても努力が

いるのです。

　医者になって３０年以上たちますが、医者になってよ

かったと思うのは患者さんの話を聞き、それに共感し、何

かお役に立てるか考えるのが仕事だったからでしょうか。

いろんな人生を送ってこられた方々のお話はいつも味わ

い深いものです。また、医療を支えるスタッフも、なんとかし

てあげようという気概のある人々ですので、このなかで皆

と働く快適さもあります。皆様いつも有難うございます。

今後とも質の高い医療を提供し続けられるよう、努力して

いきたいと思っております。

耳科学

小池 三千雄 様
櫻井 喜代子 様
杉本 憲司 様
榊原 利夫 様

井出 静江 様
馬場 善次郎 様
切敷 章子 様
丸山 高広 様

倉島 芳子 様
室岡 フジ 様
久保 俊一 様
鈴木 潤子 様

奥田　純　様
田添 妙子 様
野崎 三代子 様
　車　有子 様

永峯 寿美子 様
奈良 けい子 様
氏家 周二 様
　原　厚子 様

長島 光代 様

▶匿名希望
23名

● 前立腺がん患者会「さんとも会」 会長からの紹介
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