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メモリーカフェ - もの忘れや認知症について交流しませんか？11/16、12/21、1/25、2/22、3/22 開催※
三井記念病院認知症疾患医療センターでは、
もの忘れや認知症について参加者同士の交流、
専門家から情報提供する場として原則毎月第4金曜日にメモリーカフェを開催しています。

Mitsui Memorial Hospital PR Magazine

認知症の有無に関わらず、
ご家族の方、
関心のある方、
ちょっと気になる方、
どなたでも無料でご参加いただけます。
どうぞお気軽にお立ち寄りください！
日時

原則毎月第４金曜日 15：00〜16：30

場所

三井記念病院 入院棟1階レストラン「クロワッサン」

※開催日は変更になる可能性がございます。詳しくはホームページをご覧ください。

参加予定の専門職
お問い合わせ

2018 年 10 月号

お茶とお菓子をご用意
しています。

医師、臨床心理士、精神保健福祉士、看護師、ほか
三井記念病院 認知症疾患医療センター TEL：03-3862-9133

がん患者さんやご家族同士が語り合える場
「いずみサロン」 11/21（水）開催
がんと向き合い自分らしく生きていくきっかけを、

「同じがん患者・家族と話をしたい」

いずみサロンで一緒に見つけませんか？
がん相談支援センターの相談員が皆さんの交流をサポートいたします。
途中参加・途中退室も自由ですので、
お気軽にご参加ください。

「不安な気持ちを吐き出したい」
「仕事と治療の両立は…」 など

日時

2018年11月21日（水）14：00〜15：30（受付開始13：45〜）

場所

三井記念病院 外来棟7階講堂

参加・申し込み

入場無料・事前予約不要です。直接ご来場ください。

お問い合わせ

三井記念病院 がん相談支援センター TEL：03-3862-9252

ボランティアミニ・コンサート 11/17（土）開催
武蔵野音楽大学を卒業後、
3名で結成したフルートトリオ「L allure（ラリュー）」
さんによる
フルートの歌声コンサートを開催いたします。
お申し込み不要・無料でどなたでもご参加いただけます。

［ 特集 ］

皆さまお誘い合わせの上、
是非お越しください。
日時

2018年11月17日（土）13：00〜
（開場 12：45）

場所

三井記念病院 外来棟1Fロビー

出演者
お問い合わせ

L allure（ラリュー） 南部亜衣/中村佳代/嵐田雪
三井記念病院 リレーション部

TEL：03-3862-9111（代表）

脳梗塞
● 教えて！とも子さん

患者さんとのエピソード
● ひとさじの工夫

遅い時間の夕食のとり方
● かなめ

広報部

●三井記念病院の登録医紹介

〒101- 8643 東京都千代田区神田和泉町1番地

TEL：03 - 3862 - 9111
（代表）

https://www.mitsuihosp.or.jp/
三井記念病院通信
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すすむ医療

● 表1

特 集

脳梗塞の症状
梗塞箇所

すすむ医療

症

内頸動脈

椎骨・脳底 動脈

呂律が回らない

〇

〇

燕下障害

食べ物を上手に飲みこめない

〇

〇

半身運動麻痺

病変部反対の身体の運動麻痺

〇

〇（四肢麻痺も）

病変部反対の身体の感覚が鈍くなる

〇

〇

起立・歩行時のふらつき

−

〇

半盲

片側の視野狭窄

−

〇

失語

言葉を忘れたり、正しく言えない

〇

−

失行

日常的な行為ができない

〇

−

過去のことを部分的にまたは完全に想起できなくなる

〇

〇

物事の段取りが悪い、臨機応変に対応できない

〇

−

こう おん

構音障害
えん げ

どん ま

半身感覚鈍麻
しっちょう

失調
はん もう

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 。
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。
三 井 記 念 病 院 通 信では、
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。

脳梗塞

状

けん ぼう

健忘
遂行機能障害

脳 梗 塞は、脳 の 血 管が詰まったり、狭くなったりして
血流が悪くなり、その血管が支配する脳組織が壊死する
病気です。脳梗塞は大きく2種類、脳血栓と脳塞栓とに分
けられます。脳血管の内膜が、コレステロールの沈着によ
りだんだん詰まるのが脳血栓。一方、脳以外の場所、例えば
心臓にできた血栓が、動脈に沿って流れ、脳の血管に詰ま
るのが脳塞栓です。
なお、脳卒中というのは脳梗塞より広い概念で、脳出血、

閉塞場所によって異なる
様々な症状が数時間で進行する病気

気がついたらすぐ病院へ
脱水状態に要注意

―どのような症状が現れますか？

―発症したらどのように対処すべきでしょうか？

閉塞する血管の場所によって症状は異なります
（表1）。
こう おん

特に多い症状は、構音障害（呂律が回らない）、半身運動

クモ膜下出血を含めた脳血管障害全般を指します。

どん ま

はん もう

しっ ちょう

麻痺、半身感覚鈍麻、失調（起立・歩行時のふらつき）、半盲
こう おん

（片側の視野狭窄）
などです。
このうち、
構音障害、
半身運動麻
どん ま

痺、半身感覚鈍麻は脳の2/3の領域を流れる内頸動脈系と、

● 脳の主な血管

後頭葉を流れる椎骨・脳底動脈系のいずれの血管が閉塞した
梗塞のイメージ

中大脳動脈

しっ ちょう

はん もう

Interview

櫻井 靖久 医師
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血栓

脳底動脈

椎骨動脈

塞栓

まで症状が続いていたら病院に行こうと考える人がよくいます
が、
これは得策ではありません。
発症時は脱水状態になって、血液が濃縮していることもあ
りますので、循環血液量を増やすという意味で、医療機関を
受診するまでの間に水分を摂ることをお薦めします。
ただし意

が閉塞した場合の症状となります。

識 障 害があったり、構 音・嚥 下 障 害があったりする場 合は

こう おん

えん

げ

ご えん

麻痺や失調といった運動系の症状は障害に気がつきやす

誤嚥しますので、注意してください。厄介なのは、寝ている間

いのですが、一方、失語、失行（歯を磨いたり、急須でお茶を

に発症することが多い点です。水分不足によって血液が濃

けん ぼう

入れたりといった日常的な行為ができなくなる）
をはじめ、健忘、

縮することが原因として考えられますが、脳梗塞は痛みがあ

遂行機能障害などを発症した場合は、気がつくのが遅れるこ

まりありませんので、寝ている場合には気がつきにくく、朝起き

とがあります。

たら症状が出ていた、
というケースが多々あります。
そのため、

どちらかと言えば、
脳塞栓より脳血栓のほうがゆっくりと症状が
内頸動脈

異変に気がついたにもかかわらず、一晩寝て様子を見て、翌日

場合でも出現しますが、
失調、
半盲は椎骨・脳底動脈系の血管
しっ ちょう

1986年
（昭和61年） 東北大学医学部 卒業
日本赤十字社医療センター 神経内科
研修医
1988年
（昭和63年） 東京大学 神経内科入局
1990年
（平成 2 年） 東京大学医学部附属病院 神経内科
1996年
（平成 8 年） 三井記念病院 神経内科 科長
2006年
（平成18年） 三井記念病院 神経内科 部長
2008年
（平成20年） 福島県立医科大学 神経内科
非常勤講師
現在に至る

「気がついたらすぐに病院へ。」
これに尽きると思います。夜に

就寝時の水分不足には気をつけてください。

進行していきますが、ゆっくり と言いましても、単位は1日や1週
間ではなく、
数時間で症状が進行していくものと考えてください。
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すすむ医療

● 発症から治療後のながれ

発症

日常的な行為ができなくなる、
それが脳梗塞のサイン

め、
やはりすぐに病院にかかることが重要です。

なってしまいます。

―どのような後遺症が残るのでしょうか？ また、発症から治

―三井記念病院での治療の特長を教えてください。

―症 状に早く気 がつくためにはどうしたらいいのでしょ

療までの時間によって後遺症はどのように違いますか？

うか？
今まで普通にできていたことができなくなる、
というのがサイ

すぐに病院へ

治療法

〜4.5時間

（t-PA）

〜8時間

抗凝固剤
抗血小板剤

しっ ちょう

かなり回復します。高次脳機能障害の中では、失語の一部、

狭窄、脳動脈瘤がある場合は、速やかに関係各科に紹介し、

けん ぼう

らくなったり、急におかしな言動をとるようになったり。
こうした違

健忘、失行は残りやすい傾向にあります。発症から治療開 始

和感を覚えたら、脳梗塞の可能性を疑ってください。加えてもう

までの時 間が遅れれば遅れるほど、閉 塞した血 管の再開

脳血管障害は現在でも罹患率の高い病気であり、一度罹

ひとつ、発症時には血圧が上がることも特徴の一つです。

通は難しく、脳組織のダメージは大きくなります。繰り返しになり

患したら、再発予防に内服治療を継続しなければなりません。

ますが、異変を感じたら一刻も早く病院へ行きましょう。

そのため症状の落ち着いた人は、
なるべく近隣の病院、診療

後遺症が残ってしまった場合、
まずは自宅・職場復帰を目指

発症から4.5時間まででしたら、血栓溶解剤（組織プラスミ

間に関節が動かなくなりますから、
リハビリは可能な限り入院の

ノーゲンアクチィベータ
（t-PA））
を使用した治療ができる可能

翌日からスタートします。可動域を保つために関節を動かすな

性があります。
これには神経症状が日常生活に支障をきたす

ど、
たとえ寝たきりの状態でもできることはあります。

片側の2/3以上の領域が梗塞に陥るので、t-PAを使用する

することがあります。

○ 血液凝固異常がない

と大出血を起こす可能性があります。
よって、脳血管の主幹
部の梗塞でないことも条件としてあげられます。
発症8時間以内の場合でしたら、動脈カテーテルを用いた
血栓回収療法が保険適応可能となりました。
この方法は、脳
血管の主幹部の梗塞に対しても使うことができます。
ただし、
現時点では治療が可能な施設は多くありません。当院でも脳

再発を避けるために
生活習慣の見直しを
―脳梗塞にならないために気をつけるべきことはありますか？
脳梗塞は生活習慣病の一種と言えます。危険因子として

所に長期的なフォローアップをお願いしています。

櫻 井 先 生が
解説

これだけは知っておいて
ほしいポイント
●脳梗塞の症状は刻一刻と進んでいき、治療開始
が遅れれば遅れるほど、後遺症が残る可能性が
高くなってしまいます。
●「一日様子を見てみよう」ではなく、少しでも異
変を感じたら、すぐに医療機関を受診するように
しましょう。
●脳梗塞は生活習慣病の一種と言えます。危険
因子をひとつひとつ潰していくことで、発症、
再発のリスクを減らすことができます。

外科で対応していますが、将来的には、常時できる脳卒中セ

知られているのは、高血圧、糖尿病、脂質異常症、心房細動、

▶ 高血圧

▶ 飲酒

○ 脳血栓に使用

ンターに患者さんがすぐに搬送されるシステムを、地域医療

喫煙、飲酒、
メタボリックシンドローム、慢性腎臓病、睡眠時無

▶ 糖尿病

▶ メタボリックシンドローム

○ 凝固因子や血小板凝集を抑えて、

圏で構築することが望ましいと考えています。

呼吸症候群などです。
これらの危険因子を多くもてばもつほ

▶ 脂質異常症

▶ 慢性腎臓病

発症48時間以内の脳血栓の場合には赤血球が血栓にま

ど、心血管疾患を発症する確率が倍増しますから、予防する

▶ 心房細動

▶ 睡眠時無呼吸症候群

とわりつくのを防ぐ抗凝固剤、発症5日以内の脳血栓の場合

には、生活習慣を改善させることで、当てはまるものをひとつひ

▶ 喫煙

など

には血小板が血栓の周りに集まるのを防ぐ抗血小板剤が使

とつコントロールしていくしかありません。

血栓形成を防ぐ

えます。
なお、発症24時間以内の場合には生体にとって有害
なフリーラジカル（化学的に不安定な結合をもつ分子）
を消

再発予防・生活改善・リハビリ
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連携を図りながら治療を進めています。

し、早めにリハビリを開始します。手足を動かさないとあっという

○ 神経症状が中程度

生体にとって有害な

患者さんで再発する人は、年間1、2名程度に抑えられていま

頓着で、家族が「おかしい」
と感じることもあります。急に歩きづ

あるいは反対側の脳の細胞が機能を代行することで、回復

○ 脳血管の主幹部に適応可能

症などを厳格にコントロールしているため、
当院に通院している
す。
コントロールが困難な糖尿病や心房細動、重度の頸動脈

脈に分かれるところや中大脳動脈の起始部）の梗塞は脳の

分子を消去する

〜1週間

こう おん

脳梗塞によって細胞が壊死してしまっても、
まわりの細胞が、

血栓回収療法

抗酸化薬

はん もう

あります。
また、脳血管の主幹部（内頸動脈が前・中大脳動

治療の特徴

○ 脳梗塞急性期に発生する
〜24時間

ま

リハビリを行うことで、ある程度の機能回復が望めます。

○ 脳血管の主患部の梗塞ではない
カテーテルによる

の範囲の大きさなどによります。一般に運動麻痺、半身感覚鈍

ほど重症であること、血液凝固異常がないことなどの条件が

下記条件下で適応可能
血栓溶解剤

どん

麻、半盲は後遺症が残ることが多く、構音障害、小脳失調は

かわりますか？

時間

発症時の症状とその重症度、血管が閉塞した部位、梗塞

ンになるはずです。
自分で気がつくこともありますが、本人は無

―発症から治療までの時間によって、治療法はどのように

治療開始

脳梗塞のリスクとなる、高血圧、糖尿病、高コレステロール血

●治療後は可能な限り入院の翌日からリハビリ
をスタートします。

―再発する可能性はありますか？

●リハビリを続けることによりある程度の機能回

去する抗酸化薬を併用することがあります。発症から1週間

脳血管障害は基本的に再発するものと考えてください。
た

経過すると、
もはや急性期とは言えず、慢性期の脳梗塞予防

だし一度発症したから再発しやすいのではなく、乱れた生活

ローを受けながら、自宅・職場復 帰を目指しま

が治療の中心になります。

習慣への対策・予防を怠ったがために再発してしまうのです。

しょう。

発症から時間が経ってしまうと、治療法が限られてしまうた

復が望めますので、近隣の病院・診療所のフォ

改善行動を起こさなければ、残念ながら再発のリスクは高く
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外来編

遅い時間の夕食のとり方

患者さんとのエピソード

仕事の都合でついつい夕食が遅くなってしまうことはありませんか？
夜遅いとしっかりと料理をする時間がとれず偏った食事になり、栄養バランスも乱れてしまいがちです。

私たち病院職員は、治療に限らず日々患者さんと様々な会話を交わしています。

そんな時の夕食のとり方のポイントをご紹介します。

今回は、当院の外来職員と患者さんとのやり取りで、嬉しかったことや記憶に強く残っているエピソードをご紹介します。

遅い夕食は睡眠や食のリズムに影響します！
最低でも就寝1時間前には夕食をとりましょう。

「手術で良くなったんだ！」と理解され、最後は笑顔に！

遅い時間に夕食をとり、食べ物が消化されないまま就寝すると、

外来棟1階にある受診相談に「ここで手術をしたけど治らない!!診てくれ！」と大変怒った様子の患者さんが

就寝後も胃が働き続けてしまい熟睡できなくなってしまいます。

来られました。正直少し怖い気持ちもありましたが、お話をしっかり聞くと、その方は 病気の悪化を防ぐ手術

また、朝ごはんが食べられなくなるなど、食のリズムの乱れにもつながります。

をし、手術後一部症状が残ってしまうことは医師から伝えられていた ということがわかりました。

最低でも就寝1時間前には夕食をとり、翌日の生活に影響を持ち越さないようにしましょう！

私はその方に、 手術前の体の状態 と 手術後の今の状態 を時間をかけて質問し、手術でどう変わったの
か理解してもらうようにしました。すると、
「今まで物が持てなかったけど持てるようになり、手が使えるように

夕食の一部を食べるイメージで！ 間食をとり入れましょう。

なった･･･そうか！良くなったんだ！」と納得され、帰られる最後には笑顔で「ありがとう！」と言って頂きました。
時間はかかってしまいましたが、患者さんが安心した顔で帰られ、やりがいと喜びを感じました。

受診相談
看護師

● 夕食が遅くなる場合は間食をとり入れてエネルギーを補給し、夕食の食べ過ぎを防止しましょう。
● 間食は、おにぎりやサンドイッチなど手軽にとれる炭水化物がオススメです。間食に炭水化物をとったら、夕食にはたんぱく質や

ビタミンをとるなど、その日の夕食の一部を間食として食べると栄養バランスの偏りを防ぐことができます。

今の自分にできること

例）

間食：おにぎり、サンドイッチ

夕食：煮魚、卵豆腐、温野菜など消化に良いもの

警察学校で剣道の先生をしていた患者さん。その患者さんは病状が進みベッドで寝たきりの状態になり、
静かに壁を見つめていました。突然、患者さんが、
次回の「教えて！とも子さん」は
「こころ温まったエピソード〜外来での出来事〜」です。
「看護師さん、
こんな体になっても僕にもまだ出来ることがあるんだよ。
それは何だと思う？」
お楽しみに！
と質問されました。言葉に詰まってしまった私にその患者さんは言いました。
「それはね、祈りだよ。誰かのために祈ることは出来るんだよ」
精神科
看護師

● お菓子を食べる場合は、油分の多いスナック菓子よりも、炭水化物やたんぱく質を

含む小麦粉や卵をつかったカステラやプリンがオススメです。

穏やかに話された笑顔を今でも忘れません。

睡眠を妨げる刺激の強い食べ物に注意しましょう。
● 夕食に辛過ぎるものをとると、カプサイシンの

効果で神経が興奮し、眠りが浅くなってしま
病院職員は、患者さんにかけて頂いた言葉
や行動で「この仕事をしていて良かった、
もっと頑張ろう」と思うことがよくあります。
コミュニケーションはよりよい治療や入院
生活にはとても大切なので、些細なことも、

います。唐辛子のかけ過ぎに要注意です。
● 冷たい水は、一気に身体を冷やし、臓器に刺激を与えるため

睡眠にも影響してしまいます。寝る前の水分補給には常温の
水がオススメです。

遅い夕食は特に腹八分
目を意 識し、よく噛ん
で食べましょう！
Interview
栄養部 管理栄養士

鈴木 真美

遠慮なくお声がけください。
この他にもたくさんのエピソードが集まりましたので、後日、当院HPの広報誌掲載コーナーでご紹介します。
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三井記念病院の栄養部では、栄養指導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。

07

の
三井記念病院
登録医紹介
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。

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。

27

かなめが無いと扇はバラバラになる事から、

浅草のもとクリニック
国際通り

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。

浅草のもとクリニック

三井記念病院のかなめを取材していきます。

第16 回

広報部

浅草寺
浅草駅

浅草エリア唯一の脳神経内科である浅草のもとクリニック。
広報部の皆さん

下町の人情味溢れる地で今年5月に開業したばかりの
野本先生にお話を伺いました。

Interview

野本 信篤 医師

かなめ

的確な情報収集・発信で「患者さん」と「病院」をつなぐ要
広 報 誌「 三 井 記 念 病 院 通 信 」や、

様々な職員と日々コミュニケーションを

改善を計らなければなりません。特に

HP（ホームページ）にパンフレット。

とり、情報を吸い上げています。現場の

HPや広報誌のリニューアル時は、広

患者さんや職員誰もが一度は見たこと

職員は忙しく時間も限られているの

報部で取り入れた情報をコンテンツに

のあるこれらのコンテンツは全て「広

で、負担をできるだけ減らせるよう、

報部」でつくられています。

●院
長：野本 信篤
●住
所：台東区浅草3-7-7 アルファホームズ浅草１F
●T E L： 03-5603-8808
●診療内容：内科、
脳神経内科、
小児科
●診療時間：月〜金 9:00〜12:00、
15:00〜18:30
土 9:00〜12:00、
14:00〜16:00
予防接種・往診：月〜金 14:00〜15:00
●休 診 日：水曜・日曜・祝日
●U R L：http://www.asakusanomotoclinic.com/

人のお役に立てると思いました。脳神

― どんな時にやりがいを感じますか？

父が外科医で、治療により患者さん

経内科ではMRIが多く用いられます

クリニックを開業してから、小児科

反映させなければならないのでとても

から感謝されている姿に憧れて目指

が、都内でMRIを取り入れている病院

の患者さんも多く診るようになりまし

また細かなニュアンスが伝わるよう、

大変です。
しかし、HPを見て当院に来

すようになりました。一方で、外科の道

は多くある上、機器の維持が業務の中

た。子供は治療の変化が表れやすく、

広報部では、
「患者さん」に情報を

こちらから出向き、直接会って話を聞

てくれた患者さんが増えたことや、広

は医師としてやりがいはあるけれど

心となってしまうことを避けるため、あ

元気になっていく様子を見るとやりが

伝える仕事と、
「病院」に情報を返す仕

いています。」と広報部の川瀬さんは

報誌を手に取ったり、欲しいと言われ

も、自分自身や家族の生活へのリスク

えて当クリニックでは導入していませ

いを感じます。

事の双方を担い、
「患者さん」と「病

語ります。広い院内の数ある部署に

たときは大きなやりがいを感じます。」

院」の架け橋となって信頼関係を築い

出向くため、多いときは一日二万歩も

広報部の現在の目標は、 病気では

も大きいと肌で感じていたため、父と

ん。また、高齢の患者さんでも通いや

ています。例えば、日々変化していく医

歩くこともあるそうです。

同じ外科ではなく、別の専門分野に進

すいよう、1階でバリアフリーのクリ

― 地域医療連携についてはどのよう

みたいと考えました。

ニックにすることには強くこだわり開

にお考えですか？

ない人にも三井記念病院を知ってもら

療業界のニュースや各方面から寄せら

また、他の部署に比べて突発的な業務

う こと。三井記念病院の名を地域の

れる患者さんの声などを拾い、情報を

が多くルーティーンが少ないことが、広

方だけでなく全国に広めることで、より

精査し、院内の各部門へ発信します。

報部の特徴のひとつであると言えます。

多くの方と病院をつないでいきたいと

「患者さんの声は、現場の職員が一
番よく知っています。そのため、院内の

職員から依頼のあった
HP修正についてヒア
リングしている様子。
細かなニュアンスを受
け と め る た め 、直 接
会って話を聞くように
しています。

「常に新しいものや患者さんが求め

語っていました。

ていることを察知し、計画・実行・評価・

― 医師を目指されたきっかけは？

業しました。
― なぜ脳神経内科を選ばれたので
すか。
脳 神 経 内 科は苦 手とする人が多
いですが、私はわかりやすい分野だ

ドラマ「グッド・ドクター」撮影の
様子。全国に三井記念病院の名
を知ってもらう良い機会と考
え、声がかかった際には迅速に
対応し、30分で各部署から許
可を得ました。放送後は多くの

広報部で制作されてい
るコンテンツ。広報誌や
各種パンフレット、年報な
ど、年間で約10種類の発
行物を担当しています。

入院や詳しい検査が必要な患者さ
んは病院へ紹介し、さらに治療が終

― 印象的なエピソードを教えてくだ

わった患者さんや生活習慣病の患者

さい。

さんは地域のクリニックへ逆紹介して

パーキンソン病の患者さんと手紙

いく、という連携が重要であり、またそ

と感じました 。また 、学 生 の 頃 は 、

のやり取りをしていたことです。治療

「21世紀は脳の時代になる」と言わ

についての話はもちろん、世間話ま

れていたこともあり、自分の専 門と

で、色々な話をしました。手紙の中で、

よく、クリニック間の連携が取りやす

して選択しました。

患者さんから心温まる言葉をかけてい

い点は地域医療連携における大きな

ただいたことが印象的です。

メリットだと感じています。これからも

反響があり、当院を知っていた
だく良い機会になりました。
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言問
通り

花やしき

れを実践していきたいです。
この地域は医師同士のつながりも

― この地域で開業した理由を教えて

この点を活かし、患者さんにとって最

ください。

適な医療を提供していきたいと考えて

脳神経内科の患者さんは高齢者が

います。

多いこともあり、住民の高齢化が進ん
でいるこのエリアであればより多くの

診察で使用する医療機器の一部。一人ひとりに丁寧な診察
を心掛けています。

09

病気の重い軽いにかかわらず、患者さんの不安を汲み

三井手帖

取り、
寄り添うことができるように心がけています。

Mitsui Memorial Hospital Diary

また、
患者さんには圧倒的に病気に関する情報が足り

News
2018.

08

ていない、
ということにも気づきました。
欧米と違い、
当時日

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

本語で信頼できる最新の医療情報を提供しているサイト
はあまりありませんでした。
自分に何か役立つことはない

2018年8月24日（金）

メモリーカフェ −もの忘れや認知症について
おしゃべりしませんか？− 開催

かと考え、
13年ほど前から医療情報サイトの翻訳監修ボ

2018年8月25日（土）

ボランティアミニ・コンサート 開催

2018年8月25日（土）

合唱団イリア、
混声合唱団RARA KORUSO、
女声合唱団Lei、
香西克章さんによる
ボランティアミニ･コンサート 開催

ランティアを始めました。がん患者の家族が立ち上げた
そのサイトでは、
海外の医療ニュースや学会情報などを、

合唱団イリア、混声合唱団RARA KORUSO、女声合唱団Lei、
指揮者 香西克章さんによるアカペラ・コーラスアフタヌーンコンサート

有志の翻訳者が和訳し、
ボランティアの医師が監修した

を外来棟1階にて開催しました。

2018.
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当日は患者さんや患者さんのご家族合計40名が来場し、3つの

2018年9月5日（水）

合 唱 団と指 揮 者が織り

「第36回公開臨床病理検討会（CPC）」開催
いずみサロン
（がん患者さんとご家族が
語り合える場）開催

ニ・コンサートは11月17日

皆で協力してサイトを運営しているわけですが、
自分が

（土）
のL'allure
（ラリュー）

微力ながら助けになっていることはちょっとした喜びに

によるフルートの歌声コン

2018年9月15日（土）

総合防災訓練（秋葉原東部地区合同）開催
「社会保険労務士に相談しよう
！
お仕事に関する個別相談会」開催

サートです。

2018年9月28日（金）

2018年9月13日（木）

メモリーカフェ −もの忘れや認知症について
おしゃべりしませんか？− 開催

10

に関する最新情報を欲している多くの患者さんのために

た。次回のボランティアミ

平成30年度 自衛消防訓練審査会 開催

平成30年度 自衛消防訓練審査会 開催
神田消防署が主催する自衛消防隊の技術向上を目的とした自

2018年10月4日（木）

市民公開講座【治療と仕事の両立支援セミナー】
「ファイナンシャルプランナーに聞く
！
治療と仕事とお金のはなし」開催
2018年10月6日（土）

衛消防訓練審査会が開催され、当院の男性看護師3名が一般隊
の部に出場しました。
この審査会では消火器や消火栓の放水による
消火活動の他、非常放送を使った避難誘導などを披露し、平常時
にどれだけ訓練できているかを競います。
残念ながら表彰台に立つことは叶いませんでしたが、
日頃の訓練

さんとも会（前立腺がん患者会）開催

の成果を出し、素早い消火活動を行うことができました。

2018年10月9日（火）

うえで発信しています。翻訳を行っているのはがん患者
さんであったり、医療翻訳者の卵であったりします。病気

成 す 歌 声を楽しみまし

2018年9月13日（木）

2018.

[ chi ・ jyou ・ i ]

子供の頃はいわゆる健康優良児でした。身体も大き

なっています。
日本の患者さんは自分の病気のことを深く

かったし、
小学校の体育や運動会でも同級生にひけをと

知ろうとせず、治療を医師に任せきりになりがちだと言わ

ることはほとんどなかったと思います。
だからといって医者

れています。病気の治療は医療者と患者さんの共同作

と無関係だったわけではありませんでした。当時すね

業です。患者さんには自分自身の病気のことをよく知って

に多数のイボがあり、近くの皮膚科に何度も通いました。

もらい、
ともに治療を進めていけるようにしています。

行くたびにいくつものイボに皮下注射をし、
かなり痛かっ
たのですが、
口の悪いその先生のことは結構気に入って
いて小学校卒業のころまで数年間通いました。
このイボ
ゆう ぜい

は尋常性疣贅というもので、数年で自然治癒することが

循環器内科・救急隊ランチョンセミナー開催

多いということを知るようになるのはずっと後のことです。

2018年10月20日（土）

テラコヤによる朗読会 開催

この先生の影響があったのかわかりませんが、
医師を

2018年10月26日（金）

目指すこととなり泌尿器科へと進みました。手術、診療、

メモリーカフェ −もの忘れや認知症について
おしゃべりしませんか？− 開催

研究全てが面白く、無我夢中のうちに10年が過ぎたこ

2018年10月27日（土）

ろ、
自分自身が患者になることがありました。患者としての

市民公開セミナー「認知症の不思議」開催

経験は、
自分自身の診療に対する考え方を大きく変える
2018年7月〜9月

となれば一患者にすぎません。担当医の言葉が患者に

皆さまから貴重なご寄付をいただきました
▶個人
石渡 光男 様
大槻 俊哉 様
吉崎 衣莉加 様
吉崎 日向 様

永井 常保 様
國武 美弥子 様
舩山 喜美 様
青島 あつ子 様

深谷 トモ子 様
山﨑 静子 様
土橋 伸江 様
大槻 俊哉 様

きっかけになりました。医師とはいえ自分の専門外の病気

坂本
平野
保浦
西山

典子
正蔵
英雄
智子

様

▶法人
株式会社タスクオプチカル

▶匿名希望
10名

様
様
様

※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。

（順不同）

どのようにひびくのか。医師によって意見が異なるとどれ
だけ戸惑うのか。医学書を読み、
インターネットで情報を
検索しても専門医の診療のツボはどうしてもわからないも
どかしさ。
この経験を通じて患者さんの側に立つ大切さ
を改めて学んだように思います。当たり前のことですが、

10

泌尿器科 部長
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