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東京逓信病院ニュース

健康の話︑乳腺の話
美しい漁村が南伊豆にあ
ります︒長寿村として知
られる伊浜という秘境で
す︒ここは山が海へせり
だし坂だらけの村です︒

健康の話しをし︑それか

今日はまず前半私なりの

争を経験してきた人達で

和ませてくれます︒まさ

そして美しい景色が心を

す︒ただ検診等は他の曜

となります︒

す︒癌の場合は手術治療

で通常経過観察となりま

ります︒以上は良性疾患

腫瘍で大きくなる事もあ

です︑線維腺腫は良性の

嚢胞は液体の貯まった袋

は乳腺の増殖がアンバラ

などがあります︒乳腺症

が標準治療となります︒

療を外来で５週間するの

術の場合は術後放射線治

１週間です︒但し温存手

れの手術も入院期間は約

わせて決定します︒いず

範囲と御本人の希望と合

ている訳ではありません︒ 手術の適応は病変の存在

ンスの状態で腫瘤ができ

通常手術の前日に入院し

施行されています︒温存

以上の症例で温存手術が

か全摘術が施行され半数

軽にいらしてください︒

ましたら外科外来にお気

あります︒御質問等あり

来︑病棟に案内が置いて

は患者さまの会もあり外

生活ができます︒当院に

ん︒退院後も殆ど通常の

体力的には心配いりませ

事も歩行もできますので

術後は翌日から普通に食

もいいレジャーですね︒

などまさにそうで健康に

約日ですが同時に施行可

事になります︒検査は予

ラフィー検査を予約する

今節電で駅のエスカレー

年後のフォローアップで

問題無ければ通常１〜２

い︶の様な食事が体には

理︵京都で言うおばんざ

昔からのお母さんの手料

ます︒組織検査の結果良

に刺し組織を採取してき

麻酔をして細い針を腫瘤

組織を採取します︒局所

て翌日手術になります︒

入院手術

最近山ガールがブームの

能です︒結果を後日外来

合超音波検査とマンモグ

ようでますます女性は長

ターが止まったりしてま

十分です︒気になる所見

生きしそうな気がします︒ で説明する事になります︒

すが体にはいいと思い直

一番でしょう︒少し生活

性であればフォローアッ
プ︵期間はＭＲＩなどの
結 果 に よ り ま す︶
︑悪 性

になります︒

の診断であれば手術治療
話をしたいと思います︒

乳腺腫瘤とは
いわゆるしこりと感じ

乳腺に関する一般診察を

次に後半の乳腺外来の

乳腺外来と検査

うですか？

習慣を変えてみるのもど

す生活がいいと思います︒ 場合は超音波で見ながら

して足で登ってください︒ が見られた場合はＭＲＩ

藻を中心とした魚貝類︑

ら乳腺の話しをしようと
す︒大変な粗食の時代︑

に現代人に不足した対極

す︒子供達も外で遊ぶ事

思います︒日本は世界の
不便な時代を過ごしてき

の生活ではないでしょう

野菜の食生活と老人でも

長寿国になりましたがこ
たわけです︒健康には栄

か︒人間は動物の一種で

数は男性と思いますので︑ が減り夜も遅くまで起き

れが今後続くかと言われ
養が必要ですが今の様な

す︒ですから動物の自然

坂をよく歩く事ではない

ると？と感じる医療関係
飽食や外食の時代を長く

な生活から離れれば離れ

ています︒でも今長生き

者は少なくないと思いま

過ごす事は決していい事

るほど体に不具合を生じ

検査で更に詳しく調べて

す︒確かに医療技術は世

とは思えないのです︒そ

るのは当然かもしれませ

かとの説があるそうです︒ とにかく自然のもの︵加

界トップクラスである事

して便利さ優先の近代化

ん︒夜明けとともに起き

をされている人はあの戦

は間違いありません︒し

による運動不足がありま

日没とともに寝る生活が

みます︒その結果腫瘤の

かし今の日本人の生活を

す︒友人は社会人になっ

はそうもいきませんね︒

担当します︒月曜と木曜

手術には乳房温存手術

日でも受診できます︒受

認定第 J C 2 1 5 号

診の流れですが検診の場



工食品でない︶中心の食

なぜ長寿かとの理由に海

東京逓信病院は 日本医療機能
評価機構が実施する病院機能評
価の認定病院です。

組織を検査した方がいい
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乳房の良性疾患
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症︑嚢胞︑線維腺腫︑癌

40歳未満

１０１

曜は女性医師が担当しま

■診療の流れ（日本乳癌学会ガイドラインより）

Vol.

事を心がけ体をよく動か

みていると健康的な生活

て

いる気がしてなりません︒ グルメによる栄養過多と

休日にはそういう生活を

も太ったそうです︒ いいそうですが実生活で

からだんだん遠ざかって

運動不足のなせるわざと

す︒中高年に人気の登山

するのもいいかと思いま

テレビではグルメ番組が

私が桃源郷と思う位の

療

治

乳がんの確定診断

元
津久井

言ってました︒

を買う人であふれていま

乳がんの検査

症状のある女性

異常なし
なるべく早く

1〜2年に1回乳がん検診
40歳以上

乳がんの疑いなし
乳がんの疑いあり
スタート
自分で検診

乳がん発病リスクが高い
症状のない女性

スタートへ
乳がん発病リスクが低い

外科
主任医長

あふれコンビニはお弁当

２
０

現在当院では、国の夏期電力需給対策に基づき、節電の取組みを実施しております。

照明や空調は必要最小限に留めておりますので、患者さまを始め当院をご利用される皆様にはご不便をおかけいたしますが、
「誠意に満

ちた医療」
「安全・安心で高度な医療」をご提供させていただくための対応でありますこと、何卒ご理解、ご協力をお願い申し上げます。

当院の節電取組み内容は次のとおりとなりますので、よろしくお願いいたします。

◎照明について
安全性に配慮した上で、共用部分の間引き・消灯の徹底
◎空調について
冷房時の適正な温度設定の実施（省エネ運転）
◎職員の服装について 軽装の実施（原則：ノーネクタイ、上着を着用しない）

（２）平成２３年７月１日 第１０１号

生活習慣病を
予防しよう
強調した名称といえます︒
したがって一人一人が病
気の予防に主体的に取り
組むことが重要になりま
す︒
生活習慣病とは︑ある

糖尿病︑高血圧症︑脂質
いました︒成人病とは加

つては成人病と呼ばれて

このような疾患は︑か

わって発症する一群の疾

などの生活習慣要因が加

運動︑喫煙︑飲酒︑休養

体質を持つ人が︑食生活︑

疾患になりやすい遺伝的

異常症などがよく知られ
齢に着目した病気の一群
患をいいます︒表１にあ

はいけません︒

ていますが︑他にもアル
を い い︑
﹁年 を と っ た ら
るような病気︑健康障害

が︑最近は 歳代の男性

のは中年以降の男性です

内臓脂肪が増えやすい

が起りやすくなります︒

血 管 疾 患︵心 筋 梗 塞︶
︑

ロームで︑その結果︑心

べたメタボリックシンド

です︒この状態が先に述

は皮下脂肪が増えている

にもみられます︒女性で

起りやすくなるのです︒

脳血管疾患︵脳梗塞︶が

肥満に基づいて起きる生

ところがうまいことに︑
経後には内臓脂肪も増え

活習慣病は︑肥満を解消

ことが多いのですが︑閉

てくることがわかってい

あるいは軽減することで

改善されます︒それも標

ます︒
肥満の人にどのような

準体重にまで減量する必

病にならないようにする

合併症があるかを示した

当院では︑外来で管理

ことの方がもっと賢明で

要はなく︑たかだか今の

人のうち高血圧は ％に︑ 体重の５％だけ減らせば

栄養士が栄養相談を行っ

ものが図２です︒肥満の

糖尿病︑高血圧︑脂質異

脂質代謝異常は ％に︑

す︒その予防は決して難

ていますし︑月に１︑２

方法について相談を受け

よいと思うことをあたり

表２に示すように健康に

しいものではありません︒

痛風になる高尿酸血症は

ても︑３〜６ヶ月の間に

回ダイエット教室を開き

まえにやればよいのです︒

で肥満といわれ
人に合併しています︒問

４ 減らすと効果がある

わかりやすいダイエット

％に︑糖尿病は ％の

題なのは︑肥満であると

のですから︑決して難し

にあてはまるものがあれ

このような疾患が同時に

ので︑是非ご利用くださ

ば︑早速改善に向かって

自分自身で１から８まで

い︒

行動を開始しましょう︒

法の指導を行っています

３ 生活習慣病にならな

いことではありません︒

現在

常症などが改善されます︒ ており︑無理なくやせる

６
３

１ 生活習慣病とは

コール性肝炎︑慢性気管
病気になるのはやむを得

３
０

いくつも起ってくること

８
０

５
１

生活習慣病には肥満症︑

支炎︑歯周病など様々な
が生活習慣病といわれる

内臓脂肪から悪玉物質

ない﹂と捉えられがちで

かというと︑肥満は表１

︵正しくはアディポサイ

疾患があります︒生活習

で示す食習慣や運動習慣

トカイン︶が作られ︑血

ものです︒つまり︑過食

当院では生活習慣病の

の乱れに始まり︑肥満が

糖︑血圧︑中性脂肪など

した︒生活習慣病は︑生

治療に積極的に取り組ん

改善されないと次々と生

が高くなってきたのがメ

慣病は放置すると心筋梗

でいます︒私共の内分泌

活習慣病が起ってくるの

であったり︑油脂︑塩な

吸って︑お酒も毎日飲ん

代謝内科では糖尿病︑肥

タボリックシンドローム

活習慣を改善することに

でという生活を続けてい

満症︑脂質異常症などを︑ で︑これらの生活習慣病

です︒メタボのままで体

塞や脳梗塞になりやすい

ると︑表１に示す生活習

の最上流にあると考えら

重を減らさないと︑糖尿

治療するより︑生活習慣

しかし︑生活習慣病を

いために

う心がけてください︒

康の目標に到達できるよ

無理をせずに少しずつ健

７．しっかり睡眠をとる

どを著しく多く食べたり︑

慣病になりやすくなりま

循環器内科では高血圧︑

れ て い る か ら で す︒
︵図

病︑高血圧︑脂質異常症

６．タバコをやめる

より︑病気の発症や進行

す︒問題なのは︑生活習

心臓病を︑呼吸器内科で

１︶

が悪化して心筋梗塞︑脳

５．お酒を控える

ので︑軽症だからとか︑

慣病にとどまらず︑動脈

は慢性気管支炎という具

肥満になると脂肪が全

に脂肪がつき︑体重も著

４．背すじを伸ばして歩く

２ 生活習慣病の治療

硬化をひき起こし︑心筋

合に各々の科で分担しな

その後に起ってくる生活

しく増えるため︑膝や腰

３．こまめに身体を動かす

活であったり︑タバコを

梗塞︑脳梗塞︑癌という

梗塞さらには癌が起りや
すくなります︒皮下脂肪

身に増えてきますが︑皮
下脂肪が増えるか︑内臓

がら診療しています︒
ここでは内分泌代謝内

ます︒私達が最も力を入

習慣病が違ってきます︒

を痛める変形性関節症や︑

８．休息を忘れずに

重篤な疾患になり︑身体
機能が低下したり︑生命

心筋梗塞︑脳梗塞︑癌に

れている対策は肥満の解

内臓脂肪が増えると︑お

睡眠時無呼吸症候群など

脂肪が増えるかによって︑ が増えるとお尻や太もも

ならないため︑生活習慣

消︑減量です︒なぜ糖尿

腹が出っ張ってきます︒

もが危険になることです︒ 科の診療について解説し

を変えていく努力が必要

病や高血圧ではなく肥満

２．偏食しない

図１．肥満は生活習慣病の最上流にある

です︒

１．大食しない

運動もせず座り仕事の生

アルコール性肝炎

を予防できるという点を

■ 飲酒

１
８

滋
宮崎

肺癌・心臓病・慢性気管支炎
肺気腫・歯周病

２
３

図２．肥満者に起りやすい生活習慣病

内分泌・代謝内科
副院長（兼部長）

■ 喫煙

痛くもないからと侮って

■ 運動習慣 糖尿病・肥満・脂質異常症
高血圧



生活習慣病にならないために

表２

糖尿病・肥満・脂質異常症
高尿酸血症・心臓病・大腸がん
歯周病
■ 食習慣





主な生活習慣病
表１

第１
０１号 平成２３年７月１日（３）

シャントバルブ

腹膜内に挿入
されたチューブ

かったのは︑そもそも診

無効だったケースが多

かつて手術を行っても

あらかじめ調べるわけで

量が減るとどうなるかを

トです︒脳室内の髄液の

の症状の変化をみるテス

わが国では︑手術後１

いる執念を感じさせます︒

圧水頭症に立ち向かって

親子２代にわたって正常

症状の改善が見られれば︑ 年齢とともに歩行障害︑

術を行うことになります︒ と思われます︒

初めてＶＰシャントの手

のタイプを見分けること

在はシャントの圧を皮膚

る量は一定でしたが︑現

圧水頭症でありながら見

いうことは︑特発性正常

ど多くはありません︒と

ため︑むしろ頭頂部の脳

では脳室が大きくなった

す︒特発性正常圧水頭症

脳室も大きくなってきま

図ることも可能になりま

を調節して症状の改善を

圧を変更し︑髄液の流量

きさを見ながらシャント

手術後に症状や脳室の大

る老化かもしれませんが︑

身近にいらしたら︑単な

どの症状でお困りの方が

ひどい︑尿失禁があるな

歩きにくい︑物忘れが

感じます︒物忘れがひど

とったなあ﹂とつくづく

最 近︑
﹁自 分 は 年 を

とにしました︒

でも︑必ずメモを取るこ

には︑どんな簡単なこと

が︑外出する時には︑手

にしています︒これは転

に持つ荷物はひとつだけ

両手がふさがっていると

倒しそうになった時に︑

ますが︑もう一つの理由

危険だということもあり

めです︒私は︑たまに︑

は︑ものをなくさないた

とつを置き忘れることが

めに荷物はひとつにして

あります︒それを防ぐた

ふたつの荷物を持つとひ

ことにしました︒そのた

くなっていることが第一

め︑常に大きなノートを

の理由ですが︑その他に︑ わるとメモを消していく

仕事の処理スピードが遅

深酒はせず︑ 時前に

たら走って渡らないで︑

号で渡り︑黄色に変わっ

てないもので︑とっさの

付きませんが︑年には勝

は寝ています︒朝は早め

にしています︒一夜漬け

進行で仕事ができました

ができなくなったので︑

ているものです︒へたを

動きなどは実に悪くなっ

が︑今は︑一度に二つの

ころか︑二番目の仕事の

原稿書きなどの仕事は︑

しています︒自分では気

存在が頭から消えてしま

余裕を持たせて予定を立

す︒事故に遭わないにし

すると交通事故に遭いま

次の青信号を待つことに

うことも出てきました︒

て︑切羽詰まってあわて

を確認し︑家を出ること

身体的には体力のおとろ

ないように︑計画的に物

に起きて︑その日の予定

えを感じますし︑毎朝決

仕事を進めることができ

まって朝５時前に目が覚

ても︑転んで骨折し︑寝

がることがありますので︑

認知症の顕在発症につな

たきりの生活になると︑

立てず︑穏やかな気持ち

事を進めることにしまし

で生活するよう心掛けて

た︒些細なことには腹を

症予備軍の私が行なって

以下は︑こういう認知

いることです︒まず︑仕

注意を払っています︒ま

趣味は︑老後の生活を豊

上げることにしています︒ た︑何かをしながら階段

趣味も 時前には切り

歩行時の転倒には細心の

います︒

者さまの数を減らしまし

減っていないのですが︑

認知症になってしまうと︑ 降の際には︑他のことは

かにするために重要です︒ 険です︒私は︑階段の昇

の昇り降りをするのも危

た︒患 者 さ ま の 総 数 は

体的には︑１日に診る患

事量を減らしました︒具

めるようになりました︒

なくなりました︒それど

ろを渡ること︑必ず青信

る限り信号機のあるとこ

道路を渡る時にはでき

います︒

くなりました︒また︑以

袋にはそのノートが入っ

も私が持ち歩いている紙

ています︒

持ち歩いています︒いつ

頼まれても︑それを覚え

前は︑ひとつの仕事をし

ていられましたし︑同時

ている最中に他の仕事を

そして︑その仕事が終

細かなことになります

認知症予備軍の生活の工夫

認認知知症症ににななららなないいたためめにに

断に間違いがあったため
す︒

年目での症状改善率は

ではないかと考えられて
います︒当時はまだＣＴ

認知障害などの症状が進

圧水頭症になることはし
ばしば経験されます︒こ
スキャンもなく︑脳室の

特発性正常圧水頭症であ

行していってもおかしく

きた感がありました︒
最近になって︑診断技
のような場合︑脳室腹腔
大きさを調べることさえ

る可能性は高まります︒

％と報告されています︒

術の進歩や︑手術デバイ
シ ャ ン ト︵ＶＰシ ャ ン
大変でした︒そのような

療を正しく行うことは困

特発性正常圧水頭症の

です︒

の上から変えられるよう
通常の脳萎縮では脳全

体がまんべんなく萎縮し︑ になりました︒この結果︑ 過ごされている方が大勢

は圧迫されているのが特

した︒圧を変えられるバ

いることになります︒

徴です︒

できる限り通院間隔を延

歩くことにしています︒

何もしないで︑ゆっくり

もしかすると特発性正常

新しいことが覚えられな

ルブは﹁ハキム﹂という

くなりますから︑若いう

ガイドラインの必須項

氏が開発したものです︒

何か仕事を頼まれた時

います︒

険極まりないことです︒

の息 どうぞ脳神経外科外来に
Salomon Hakim
あせらずゆっくり診察が なで楽しめる趣味を持つ ながら階段を走ることは︑
できるようになりました︒ よう心掛けると良いと思 転倒の危険性が高く︑危
Carlos Hakim いらしてください︒

まして︑酔ってふらつき

その結果︑ひとりひとり

商品名ですが︑これは正

ご興味をもたれた方は︑

第３回

圧水頭症かもしれません︒ ばしていただきました︒
目を満たしたら︑入院し

常圧水頭症の提唱者であ

知道

ちに︑できれば家族みん

てタップテストという試

る

精神科
部長

の診察時間が長くなり︑
験を行います︒これは腰

８
０

特発性正常圧水頭症について

拡大した脳室

亀山

このテストで明らかな

スの改良などにより︑治
ト︶を行うと︑症状は劇

ここまで確認したのち︑ ない状況ですので︑ ％

難だったと思われます︒

脳室に１ミリほどの細い

の改善は満足できる数字

﹁特 発 性 正 常 圧 水 頭
以下にどのように診断

１︶

療成績が向上し︑さらに
特徴的なことは脳室の水
あ っ て︑再 び 注 目 が 集

医療レベルでは診断︑治

﹁正常圧水頭症﹂とい
をおなかに流す手術︵Ｖ
まってきています︒

的 に 改 善 さ れ ま す︒
︵図

う疾患は１９６５年南米
Ｐシャント︶によって症

社会的ニーズの高まりも

コロンビアの脳神経外科
症﹂とは明らかな原因疾

﹁正常圧水頭症﹂には

医
患がなく︑いつの間にか

発生頻度がどれくらいか

原因がはっきりしている

管を入れ︑それを皮下に

発表当初は︑加齢現象

Salomon Hakimに 状が改善することです︒

当たり１００人といわれ

し︑治療するのかをご説

よって提唱されたもので
脳室が大きくなり︑歩行︑ 明します︒

流れてしまいますから︑

ています︒東京都の人口

ははっきり分かっていま

﹁続発性﹂のものと︑原
認知︑排尿の障害が現れ

１︶があります︒これら

途中に圧をかけるための

に当てはめてみると︑都

通して腹腔内に導く手術

す︒歩行障害︑認知障害︑ によるとおもわれた症状

ち﹁特発性﹂があります︒ てきたものをいいます︒

因が不明のもの︑すなわ

ただ︑人は年をとってく

は必須項目といわれすべ

バルブを入れます︒

内で１万２千人ほどの方

せんが︑日本での推計に

が手術で治るということ

続発性は外傷や髄膜炎

ると誰でも︑脳室が大き

てを満たしている必要が

１９６０年 代 にＶＰ

が罹患していることにな

です︒管だけを入れると

尿失禁を３つの主症状と
で︑大変な注目を集めま

に引き続き起こるものも

くなり︑歩行障害も認知

あります︒判定は問診と

シャントが行われ始めた

この疾患には診断のた

する病態で︑脳の中の髄
したが︑症状が改善しな

ありますが︑最も多いの

障害も多かれ少なかれ現

ＣＴスキャン︑ＭＲＩな

ります︒実際に手術を施

よりますと︑人口 万人

液をためているスペース
い例も多数あったことか

はくも膜下出血のあとに

れてきますから︑手術を

どの画像診断で行います︒ ころはシャントの圧は一

立って歩くと髄液はみな

︵ 脳
＝室︶が大きくなる

起こるものです︒くも膜

するためには厳密な診断

め の ガ イ ド ラ イ ン︵表

ことが原因でおこります︒ ら次第に影が薄くなって

下出血の結果︑脳脊髄液

行されている方はそれほ

１．６
０歳以降に発症する。
２．歩行障害、認知障害、尿失禁の１つ以上を認め
る。
３．脳室の拡大を認める。
４．髄液圧が２
０
０mm 水柱以下で、髄液の性状が正
常である。
５．他に疾患により上記臨床症状を説明しえない。
など。

定︑すなわち髄液の流れ

特発性正常圧水頭症診療ガイドライン
（２
０
０
４年日本正常圧水頭症研究会）
必須項目

中でも大事なのは水頭症

表１

１
２

信
野口

基準が必要になります︒

皮下を通る
シャントチューブ

１
０
子である
排除して︑その後



椎穿刺という方法で髄液
を

３
０

１
２

８
０

脳神経外科
副院長（兼部長）

の吸収が障害され︑正常

図１．脳室腹腔シャント（VP シャント）

疼痛緩和ケアチームの
活動について

●●

●●

●●

らしく︶いられる事﹂を

用品の導入︑
往診医・訪

メンバーは麻酔科医︑
チームの活動は入院中

問看護の導入︑転院先

とそのご家族をサポート
精神科医︑放射線科医︑
の患者さまとご家族を対

チームの目標に掲げ取り

する﹁疼痛緩和ケアチー
緩和ケア認定看護師︑が
象としていますが︑外来

の検索・連絡調整など

ム﹂があることをご存知
ん専門看護師︑薬剤師︑
通院をされる患者さまと

組んでいます︒

でしょうか？
管理栄養士︑ソーシャル
ご家族にも対応する為に︑

末期状態 や 看取り

緩和ケア と聞くと
ワーカー︵医療福祉相談

当院に︑がんを患う方

看護部
看護師主任

は緩和ケアに対する捉え

ません︒しかし︑昨今で

を抱く方が多いかもしれ

るケア というイメージ

など 人生の最期に受け

とって最良のケアを検討

様々な視点からその方に

に対して︑各メンバーの

家族が抱える苦痛や苦悩

れています︒患者様やご

員︶など多職種で構成さ

声かけください︒

際は︑外来の看護師にお

ります︒相談をご希望の

でもサポートを行ってお

酔科医と精神科医が外来

チームメンバーである麻

からだやこころの辛さ
を我慢していませんか？

：

お腹の張り感︑便秘︑

息苦しさ︑吐気・嘔吐︑

のメンバーと連携を図っ

主治医・看護師・他部門

疼痛緩和ケアチームは

からだの症状 痛み︑

浮腫︑不眠など

て患者さまとご家族のケ

：

した不安︑気分の落ち

退院や転院に向けたサ

気力の低下など

お聞かせください︒

いる症状や内容を私達に

込み︑焦燥感︑苛立ち︑ まずは︑苦痛に思われて

アに取り組んでいます︒

こころの症状 漠然と

を抱えていませんか？

な内容に関わっています︒ ひとりでたくさんの悩み

具体的には以下のよう

しています︒

方 が 変 わ り つ つ あ り︑
がん告知を受けたその

時から︑積極的な治療と
一緒に受けるケア とし
て一般病院でも広く取り
組みがなされています︒
当院の疼痛緩和ケア
チーム︵以下︑チーム︶
は５年前に発足しました︒
苦痛に邪魔されずに
﹁必要な治療や検査が受
けられる事﹂
︑
﹁日常生活
を 快 適 に 過 ご せ る 事﹂
︑
﹁患者さまとご家族がそ

各種手続き︑介護福祉

ポート 介護保険など

：

の人らしく︵そのご家族

充実した神経内科診療を提供すると
同時に︑教育病院としての質を維持で
きるよう︑努力してまいりたいと思い
ます︒

まだまだ勉強する事が多いと感じて
おります︒これからも患者さま１人１
人の丁寧な診療を日々心がけて精進す
る所存です︒

専門は血管外科で︑特にシャント関
連・静脈瘤・腹部大動脈瘤等の手術経験
豊富です︒よろしくお願いいたします︒

神経内科医師

いつも親切な対応を心がけています︒
患者さまから教わることがたくさんあ
ります︒よろしくお願いいたします︒

梅

新任医師紹介
☆平成 年４月１日付採用

皮膚科全般の診断と治療︑またレー
ザー治療を行います︒特にいぼが専門
です︒気軽に声をおかけください︒

２
３

わかりやすい説明と︑親切な対応を
心掛けています︒これまでの経験と知
識を役立て︑一層勉強していきたいと
思います︒

各内科を３か月ずつ回ります︒ご迷
惑をおかけすることがあるかと思いま
すが︑よろしくお願いいたします︒

４月に赴任してまいりました︒皆さ
まの一助となれるよう頑張りますので︑
よろしくお願いいたします︒

初期・後期臨床研修を国際医療セン
ターで受け︑４月よりお世話になって
おります︒どうぞよろしくお願いいた
します︒

今年度からお世話になります︒ご迷
惑をおかけすることがあるかと思いま
すが︑どうぞよろしくお願いいたしま
す︒

４月よりお世話になっております︒
皆さまのお役に立てるように一生懸命
頑張りたいと思います︒よろしくお願
いいたします︒

多くの経験ができるように１日１日
を大切に過ごしていきたいと思ってい
ます︒よろしくお願いいたします︒

４月より着任いたしました︒安心︑
安全な医療を行えるよう日々努力して
いきたいと思います︒よろしくお願い
いたします︒

主に画像診断に従事しています︒皆
さまの健康に役立てるよう精進してま
いりますので︑よろしくお願いいたし
ます︒

●連絡先…………………０
３
‐
５
２
１
４
‐
７
７
６
８（救急診療室）

診療棟・病棟

管理棟・
人間ドックセンター

東京逓信病院

ホームページアドレス http : //www.hospital.japanpost.jp/tokyo/
メールアドレス admin@tth-japanpost.jp

時間外（急患）診療

日本歯科大学

至 千葉

地
下
鉄
飯
田
橋
駅

飯田橋郵便局

自動受付機（予約のある方のみ） ８：０
０〜１
６：０
０まで

●電話での予約…９：０
０〜１
７：０
０
●電話番号………………０
３
‐
５
２
１
４
‐
７
３
８
１

地下鉄 飯田橋駅

A4出口

交番

至 新宿

予約の方法・予約受付の時間帯等

窓口

１
２：３
０〜１
４：３
０まで

法
政
大
学

西口

午後の診療

JR総武線

８：３
０〜１
１：０
０まで

地下鉄南北線

午前の診療

●月曜日〜金曜日（祝日及び年末年始を除く。
）

理子

地
下
鉄
大
江
戸
線

神
楽
坂

寿人

西田

真帆

永井

千草
岡田

地
下
鉄
東
西
線

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、呼吸器外科、脳神経外科、整形外科、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、麻酔科、リハビリテーション科、歯科口腔外科、救急科、病理診断科

ひさ と

渡邉

さと こ

依光 美佐子

B2a出口

地下鉄有楽町線

JR 飯田橋駅

診療受付時間

外来診療日

交通のご案内

科

療

診

わた なべ

にし だ

ほ

ま

なが い

み さ こ

よりみつ

〜全科診療予約制を実施しています〜

東京逓信病院のご利用案内

整形外科医師

小児科医師

耳鼻咽喉科医師

放射線科医師

めい

王
柚田 知賀子
絢也
奴田
長谷川 智彦
吉村 俊太郎

皮膚科医長
神経内科医師

おう
ち か こ
ゆず た
じゅん や
た

優
元

内科医師
消化器内科医師

正昭
長島
佐藤
永吉 実紀子

ぬ
は せ がわ ともひこ
よしむら しゅんたろう

まさ あき

川

ゆう
はじめ

青海

外科医師
外科医師

かわ せ
なが しま
さ とう

豊岡
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整形外科医師
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（４）平成２３年７月１日 第１０１号

地下鉄 飯田橋駅

