
東京逓信病院はどなたでもご利用いただけます。

東京逓信病院をご利用の皆様
新年明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。
　昨年、この「けんこう家族」の1月号に寄稿したのがつい先日のように思われ、月
日の経つ早さに驚いています。皆様方におかれましては昨年はどのような年だったで
しょうか？
　当院にとりましては昨年2月に電子カルテを新しく更改したことが最大の出来事で
した。コンピューターシステムの切り替えの際には、これまでもあちこちで事故がお
こっていましたので慎重に準備を進めていたのですが、切り替え翌日にシステムの不
具合が生じ、途中で外来を休止せざるを得なくなり、外来患者さんに多大なご迷惑を

かけてしまいました。コンピューターに依存している現在の診療体制のもろさを肌身で感じた次第です。この
後、外来待合室では大きな画面表示により診察順がわかるようになり、また個人情報保護のため受付番号で呼び
出せるようになりました。今後とも診療が円滑に進みますよう業務改善に取り組んで行きたいと考えています。
　もう一つの大きな出来事は6月に病院機能評価機構による審査を受けたことです。これは病院全体に対する
大がかりな審査で、職員総動員で準備にあたりました。その結果「日頃の心のこもった診療ぶりがうかがわれ
る」とのおほめの言葉をいただき、一同大いに喜びました。しかし一部、施設の老朽化をはじめ改善すべき点
も指摘されました。それらを真摯に受け止め、患者さんからさらに評価していただけるよう努力して行きたい
と思います。
　これらのことを踏まえ、当院は今年も患者さん第一主義で、総合病院として各診療科が診療レベルの向上を
競い合うような病院を目指したいと思っています。当院をかかりつけにされている患者さんが、あいにく別の
病気を発症されても、安心して当院の他の科へかかっていただけるようにしたいと思います。
　また今年は大型医療機器としまして最新型の放射線治療装置の導入と高性能のMRI装置への入れ替えを準備
します。さらに外科系手術に用いますナビゲーションシステムも購入し、一層の医療安全に努めたいと思います。
　私どもの親会社であります日本郵政株式会社にとりましても今年は変革の年と位置づけられています。その
取り組みの一つとしまして女子陸上部が発足しました。現在、部員は中長距離ランナーであり、遠からず実業
団駅伝などで活躍してくれるものと期待しています。当院の整形外科が長年、スポーツ整形の経験を有してい
ることからチームドクターをつとめ、また病院をあげて選手の体調管理を応援したいと思います。そしてこの
中からいずれオリンピック選手が生まれることを楽しみにしています。
　診療から話がそれてしまいましたが、今年の羊年が穏やかな一年でありますよう、また皆様にとりまして明
るい年でありますよう心より願っております。

2015年元旦

新年のごあいさつ新年のごあいさつ

病院長
平田　恭信

けんこう家族けんこう家族けんこう家族
〒102-8798
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人間ドックセンター　受付電話番号 03-5214-7055

前立腺肥大症とは？
　中高齢男性で、トイレが
近い、尿の勢いが弱い、排
尿後も尿が残っているよう
に感じる、夜中にトイレに
起きる、時に尿を漏らす、
といった症状（＝下部尿路
症状）でお困りの方。もし
かしたら、その症状は前立
腺肥大症が原因かもしれま

せん。前立腺は男性特有の生殖器の一つで、膀胱
の直下で尿道を取り巻くように存在します。加齢
とともに体積が大きくなるため（＝良性過形成）、
尿道が圧迫されて尿の流れが悪くなってしまうの
です。前立腺肥大症に伴う下部尿路症状を自覚す
る男性の割合は、50代で44％、60代52％、70代63
％と言われています。前立腺肥大症に伴う下部尿
路症状は命にかかわるものではありませんが、ト
イレの事が気になって仕事に集中できない、下着
を汚すので臭いが気になる、好きな旅行に行きづ
らい、というように日常生活の質を損なうことが
あります。

前立腺肥大症の治療薬
　前立腺肥大症の患者さんの尿道が狭くなる要因
には二つあります。一つ目は、尿道自律神経の過
緊張状態です。この緊張状態によって尿道の筋肉
が収縮し、尿道が狭くなっています（＝機能的閉
塞）。二つ目は、肥大した前立腺によって物理的
に尿道が圧迫された状態です。これを機械的閉塞
と呼んでいます。前立腺肥大症の治療では、機能
的閉塞と機械的閉塞を改善させる薬物が使われて
います。尿道の筋肉の緊張状態を改善させる薬剤
にはα1アドレナリン受容体遮断薬（一般名：タ
ムスロシン、ナフトピジル、シロドシンなど）が
あります。一方、肥大した前立腺を小さくさせる
薬剤には5α還元酵素阻害剤（一般名：デュタス
テリド）があります。このうち、前立腺肥大症の
第一選択薬はα1アドレナリン受容体遮断薬であ
り、比較的前立腺体積が大きい患者さんには5α

還元酵素阻害剤を追加して処方しています。そも
そも、加齢に伴って前立腺が大きくなったことが
下部尿路症状の原因なのだから、前立腺を小さく
することが優先では？と疑問に思われる方も多い
と思います。実は、この二種類の薬剤には効き目
の早さに違いがあるのです。α1アドレナリン受
容体遮断薬は飲み始めると1週間程度で効果を実
感できるのに対し、5α還元酵素阻害剤は非常に
ゆっくりと効くため、月単位で効果を実感される
ことになります。そのため、最初に処方する薬剤
としてはα1アドレナリン受容体遮断薬が良く使
われます。

新しい前立腺肥大症治療薬
　2014年4月にホスホジエステラーゼ5阻害剤（一
般名：タダラフィル）が新しい前立腺肥大症治療
薬として、本邦で認可されました。この薬剤は、
もともとは肺高血圧症や勃起不全に適応とされて
きましたが、血管や尿道の筋肉を弛緩させる効果
も認められたため、前立腺肥大症の治療に応用さ
れました。治療効果はα1アドレナリン受容体遮
断薬と同等という評価です。ただし、3か月以内
の心筋梗塞の既往、不安定狭心症、6か月以内の
脳梗塞・脳出血の既往、重度の腎障害・肝障害の
ある患者さんなどには、副作用によって却って健
康被害を生じる可能性が指摘されていますので、
処方できません。当科でもホスホジエステラーゼ
5阻害剤の処方は可能ですので、お気軽にご相談
頂ければ幸いです。
こんな症状、ありませんか？
1 起きている時間帯の排尿回数が8回以上

2 寝ている時間帯の排尿回数が1回以上

3 ガマンできないくらい尿がしたくなる

4 ガマンできずに尿が漏れてしまう

5 セキ、クシャミ、重い物を持つと尿が漏れてしまう

6 尿の勢いが弱い

7 排尿の時におなかに力を入れるようにしている

8 排尿後もまだ尿が残っているように感じる

9 ぼうこう付近に痛みを感じる

10 尿道が痛い

前立腺肥大症に対する薬物治療について前立腺肥大症に対する薬物治療について

泌尿器科　部長
鈴木　基文
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東京逓信病院　電話予約受付番号 03-5214-7381

　我が国は年々、高齢化社会に向かって突
き進んでいます。平成24年10月1日現在、
人口の24.1％を65歳以上の高齢者が占める
社会となってきています。この比率は年々
増加傾向にあります。人口に対して、高齢

者が占める割合が増加すれば、医療費も増加することが想像できます。平成24年度の国民医療費は39.2兆
円に達し、前年度比1.6％増加しています。若い世代の負担を少しでも少なくするために、医療費の軽減
が叫ばれています。
　その一つの大きな柱が後発医薬品の使用です。後発医薬品とは、先発医薬品の特許が切れ、先発医薬品
と同等であると厚労省が認可して発売された医薬品です。先発医薬品と添加剤まですべてが同一の薬品も
あれば、添加剤など一部が異なる薬品もあります。後発医薬品の利点として薬の価格が安いこと、欠点と
して名前等が異なることが挙げられます。後発医薬品でも先発品と比較して苦みを抑え、服用しやすくし
た製品、刺激を抑えた点鼻剤あるいは容器を改良して一回の使い切りでないにもかかわらず防腐剤無添加
の点眼液等が市販されています。一方、有効成分は同一ですが、後発医薬品は効き目が遅い、シップ剤の
貼り心地が悪いなどの声も耳にします。
　当院では、厚労省の指導により、外来の院外処方せんにおいて、一部一般名での処方を行っております。
一般名で記載された院外処方せんを保険薬局に提出した場合、一般名処方の医薬品を、先発あるいは後発
医薬品のどちらを患者さんが希望されるかを確認されます。先発医薬品を服用されていて、後発医薬品に
変更することも可能ですし、後発医薬品に変更後また先発医薬品に戻すことも可能です。患者さんが安心
してお薬を服用していただけることが大切と考えています。患者さんにとって、よりよく後発医薬品が服
用されることを希望しております。

薬剤部長　山村　喜一

後発医薬品について後発医薬品について後発医薬品について

　がん化学療法（抗がん剤治療）は、次々と新たな治療法や薬が出ているのが特徴で
す。その最新情報を含めた治療・期待される効果・使用される薬などについて多職種
（医師・薬剤師・看護師・歯科衛生士・事務など）で共有するために定期的に開催し
ています。
　「治療を終えた患者さんが今でも再発せずに通院しています」
　「薬剤師が、細かく注射オーダーをチェックしてくれて助かります」
　「看護師が、患者さんの精神的なケアもしてもらえていいです」

　これらは、研修の講師を務めた医師が話した内容です。
　私達は、治療を受ける患者さんに最大限の治療効果を得ていただきたい。そして、「がんと闘う」と決
めて中長期に渡って治療を受ける患者さんを院内のさまざまな職種で支えたいと考えており、その助けと
なるような研修を目指して行きたいと考えております。

がん化学療法管理委員会主催 がん化学療法研修会がん化学療法研修会

がん化学療法
看護認定看護師
副看護師長
柴谷　　　栄
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主な年中行事
さくらフェスティバル
千代田区商店街連合会
3 月下旬～ 4 月上旬

主な年中行事
1月 新宿山ノ手

七福神めぐり
2月 節分豆まき式
4月 花まつり

主な年中行事
２月 ３日 節分祭
２月28日 ひなま

つりの祓
４月17日 例祭

ご利用案内
　診 療 科
内科、内分泌・代謝内科、血液内科、神経内科、感染症内科、
消化器内科、循環器内科、腎臓内科、呼吸器内科、精神科、
外科、消化器外科、呼吸器外科、脳神経外科、整形外科

（関節鏡・スポーツセンター）、婦人科、小児科、眼科、
皮膚科、形成外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、放射線科、
リハビリテーション科、麻酔科（ペインクリニック）、
緩和ケア内科、歯科口腔外科、救急科、病理診断科

　外来診療日
⃝月曜日～金曜日（祝日及び年末年始を除く）

　予約の方法・予約受付の時間帯等
⃝電話での予約…9:00 ～ 17:00
　（土・日・祝日及び年末年始を除く）
⃝電話番号………03-5214-7381

　時間外（急患）診療
⃝連絡先…………03-5214-7768（救急診療室）

　診療受付時間

窓口
午前の診療  8:30 〜11:00
午後の診療 12:30 〜16:00

　自動受付機
　（予約のある方のみ） 8:00 〜16:00

　人間ドックセンター
⃝連絡先…………03-5214-7055

冬
神楽小路

地下鉄南北線
有楽町線B2a出口
病院まで徒歩
約６分、約450m

梅開花時期
１月下旬～２月上旬

•◦◦
桜開花時期
３月下旬～４月上旬



人間ドックセンター　受付電話番号 03-5214-7055

　これまで、うつ病には、落ち込む原因のは
っきりしている「反応性うつ病」と、はっき
りとした原因なしに起きる「内因性うつ病」
があることを述べ、それぞれの治療について
具体的に述べてきました。今回は、「うつ状
態」を呈することのある、もうひとつの病気、
「躁うつ病」についてお話します。

　躁うつ病は、気分が落ち込んで憂うつになり、何もしたくなくなる「うつ状態」と、「うつ状態」とは逆に、
気分が爽快で、活動的になり、何でもできると思う「躁状態」を繰り返す病気です。躁状態の時には、実現不
可能なことを実行しようとして、周りをびっくりさせたり、困らせたりしてしまうことがよくあります。
　「うつ状態」の方を治療する上では、それがうつ病の症状としての「うつ状態」なのか、それとも、「躁う
つ病」の方の「うつ状態」なのかを見定めることが重要です。なぜなら、同じうつ状態でも、うつ病の方のう
つ状態と躁うつ病の方のうつ状態では、治療法が全く異なるからです。
　うつ病の方の場合には、抗うつ剤を投与したり、落ち込む原因を取り除くなど環境要因の調整を図って、う
つ状態を改善することが治療の主眼となります。
　これに対して、躁うつ病の方の場合には、うつ状態になっても抗うつ剤を使いません。その理由は、抗うつ
剤が躁状態を誘発してしまう危険性が高いからです。
　そのため、躁うつ病の方の場合には、抗うつ剤を使わず、躁とうつの波を小さくする効果を持つ薬（気分調
整薬）を用います。そして、躁状態になることを極力防ぎ、うつ状態には、なったとしても軽い状態でとどま
ることを目標にして、治療を行ないます。私はこれを「低め安定」と呼んでいます。躁うつ病の患者さんの多
くは、躁の状態が続くことを望み、「低め安定」を望みません。しかし、躁状態は周りに迷惑をかけるばかり
でなく、躁の後にうつになることが非常に多いため、躁状態になることは避けなければなりません。
　躁状態にならないためには、気分調整薬も大切ですが、本人の自覚と努力も大切です。まず、自分が躁状態
になっていないかどうかに気を配る必要があります。躁状態の症状は、気分爽快、口数が多い、金遣いが荒い、
酒量が増加する、睡眠時間が短くても平気、などです。うつ状態の時にも眠れなくなる方が多いのですが、う
つの時の不眠は、眠れなくて辛いものです。これに対して、躁の時の不眠は、辛いと感じることがなく、活動
性が落ちません。そして、自分の思い通りにやれている時には気分爽快ですが、周りから注意されるなど、思
い通りにいかないと不機嫌になってしまいがちです。些細なことに腹を立て、怒りっぽくなってしまうのも、
躁状態の特徴のひとつです。
　そんな状態の時には、自分は躁状態にあると自覚して、あえて早く帰宅して早めに床に着く、人を飲みに誘
わない、お金を使いすぎないよう大金を持たないなど、自分自身の努力が大切です。そんな自己調整ができな
い時には、躁状態を抑え込む作用を持つ抗躁薬が必要になります。
　抗うつ剤を服用中のうつ病の患者さんが、上述のように、金遣いが荒くなったり、酒量が増えたり、怒りっ
ぽくなったりすることがあります。その時には、抗うつ剤が効きすぎている可能性があり、抗うつ剤の中止や
減量が必要なことがあります。
　躁うつ病と診断されないまでも、調子の波を持っている方は少なくありません。色々な要因で、調子が上が
ったり下がったりします。たとえば、私は、暑い夏が大嫌いで、そのためエアコンの効かない部屋に行く時に
は扇風機を持参します。私とは逆に、夏が好きで夏に活動的になる人もいます。夏の好きな私の友人は、毎年
７月と８月は趣味に没頭するのですが、９月頃になるとぱったり趣味をやらなくなるのです。２か月間、趣味
に集中し続けると、「飽き」がくるのかもしれません。

うつ病の話うつ病の話
第 4 回 精神科部長

亀山　知道

　前号にて、2014年9月5日付で（公財）日本医療機能評価機構主催の「病院機能評価」
の3rdG:Ver1.0への更新認定を取得したことを報告致しました。
　今号では、2014年10月に（公財）日本医療機能評価機構から認定証を受領しましたの
で、認定証をご案内致します。2014年9月5日現在では、全国約8,500病院のうち、当院
を含めて2,297病院が認定されております。

「病院機能評価」の更新認定の認定証「病院機能評価」の更新認定の認定証
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　2014年12月12日㈮に、患者さんやご家族の方々に楽しいひと時を過ごしていただくため、クリスマス会
を開催しました。病院職員の有志が中心となって、企画を行い、患者さん達をご案内しました。
　会場である診療棟1階の薬渡し口前ロビーに集まって頂き、司会者はサンタクロースの衣装を身にまと
って、会場も大きなクリスマスツリーやキラキラとした装飾で、クリスマスらしい雰囲気を演出。
　演目は、サイガバレエ研究所の皆様によるバレエ。クリスマスの時期にぴったりな「くるみ割り人形」
から、「アラビア・コーヒーの踊り」「花のワルツ」といったコミカルで可愛らしい踊りや優雅な踊りなど、
数曲を踊って頂きました。続いて、けんこう家族でいくつもの記事を連載しております、精神科の亀山部
長が「Believe」他クリスマスソング数曲を、歌いました。患者さんから「昨年のクリスマスの時よりた
くさん歌ってもらえて良かった、これからも歌い続けてほしい」とコメントを頂いて、暖かい雰囲気の中
で会は終了しました。今後も行事を計画していきたいと思いますので、皆様の参加をお待ちしておりま
す。

　がん相談支援室主催のがんサロン『語りあいの会』は、2014年2月からはじまり
ました。がん患者さんやご家族のための憩いの場として患者さんやご家族だけでな
く、地域の方々にも利用していただいています。2か月に1回、（日程は未定。ホー
ムページ、院内掲示ポスターもしくはがん相談支援室：03−5214−7398へお問い合
わせください）、1階外来カンファレンスルーム（リハビリテーション科の隣）で開
催しています。
　内容は、がんに関する最近のトピックスを共有したり、参加者同士でそれぞれの
悩みを語り合ったり、お互いのこころの内を話したり…と毎回お互いに元気をもら
える集まりとなっています。

　今後も、皆様にとって意味のある会を一緒に作っていきたいと考えています。『語りあいの会』には、
互いに支え合える仲間がいます。途中参加、途中退室など自由ですので、興味のある方、どうしようかと
悩んでいる方、ぜひ一度、お立ち寄りください。

東京逓信病院クリスマス会東京逓信病院クリスマス会東京逓信病院クリスマス会

がん相談支援室主催のがんサロンがん相談支援室主催のがんサロン

がん看護専門看護師
看護師主任
矢野　和美
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2014年10月1日採用 2014年11月1日採用

麻酔科　医長

大
おおつじ

辻　幹
みきや

哉

2014年10月より着任いたしました。皆さ
まに安全に手術をお受けいただけるよう
力を尽くす所存です。よろしくお願いい
たします。

人間ドックセンター　医師

西
にしだ

田　久
く み

実

健康的で、明るく元気な毎日を皆さま
が送れるよう、診療を通じてサポート
していきたいと思います。

整形外科　医師

橋
はしもと

本　立
りつこ

子

2014年10月より赴任いたしました。丁
寧な診察とわかりやすい説明を心がけ
ております。

神経内科　医師

内
うちお

尾　直
なおひろ

裕

皆さまのニーズに応える神経内科医療
を提供したいと思います。よろしくお
願いいたします。

小児科　医師

橋
はしもと

本　佳
よしあき

亮

2014年11月より赴任しました橋本佳亮
と申します。専門は小児循環器・新生
児です。よろしくお願いいたします。

新 任 医 師 紹 介新 任 医 師 紹 介

当院を退職しました

2014年9月30日付退職

川口　航平（整形外科）

池永知誓子（神経内科）

　5階西病棟は、医師、看護師、看護助手、病棟薬剤師、クラークが力を合わせて
毎日24時間体制で診療を行っています。
　私たちは常に良質な医療を提供しようと日々取り組んでおり、当院では年2回「患
者アンケート調査」を実施させていただいております。今回はこれについて少しお
話します。
　対象はその日来院された外来患者さんと入院患者さんに無記名でご協力いただい
ています。アンケート内容は、施設、受付・会計、検査・リハビリ、予約、入院生
活、医師・看護職員・その他の職員、食事等を5段階で評価をお願いしています。
　前回と比較し変化のみられる項目は私たちの看護を見直す機会になります。アン
ケート結果をもとに看護研究などで更に深く問題を追求し、日々の看護へ活かすよ

うにしています。自由記入欄には、感謝の言葉をいただき、とても励みになります。
　患者さんの生の声をもとに患者さんにより添った看護を提供するよう努めています。今度機会があった
ら、患者アンケート調査にご参加ください。ご意見お待ちしています。

寄り添った看護のために・・
ナースステーションナースステーションナースステーションナースステーション

看護師長
石川　よし子
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