がん治療センター開設
平成19年9月18日（火）、検査から診断、治療、
さら

に緩和ケアを含めた診療体制を確立した順天堂医院
がん治療センターを開設いたしました。

同センターは、専門医の他、ホスピスケア、床ずれ

等の専門看護師、医療心理士らで構成し、再発、転移

後等行き場を失った患者さんが ʻʼがん難民ʻʼ となら

ぬよう、同センターが患者さんの要望に沿った総合

的な対処方法を示して、各科との連携、調整を図って

いきます。

また、
がん治療センター患者相談室
（外来）
は、
がんについていろいろ相談できる相談支

援窓口として、
がんに関する様々な悩みを解決したいと考えています。体や精神的な悩

み、
苦痛だけでなく、
生活面、
仕事面、
家族のことなどあらゆる相談に応じます。
患者さん
本人でなくとも、
家族の方が相談に来られてもお答えする準備があります。

相談の個人的な内容が外に漏れるようなことは一切ありませんのでご安心くださ

い。がんに関するどのような内容でも構いませんので、遠慮なく訪ねていただきた
いと思います。予約制で有料（30 分 10,500 円）ですが、まず、がん治療センター
【直通 03-5802-8196

9:00〜

15:00】までご連絡ください。

がんでご心労の皆様に少しで

もお役に立てればとスタッフ一
同願っております。

順天堂医院 がん治療センター
副センター長 川
志保理

厚生労働省の
治験拠点病院に選定
このたび、順天堂医院は厚生労働
省の治 験 拠 点 病 院として選 定され
ました。
厚生労働省から新しい治療薬や医
療用具として承認を得るために、患
者さんの協力を得て行われる臨床
試験が治験です。治験は製薬企業な

ＧＣＰセンター長
客員教授 伊藤澄信

どから選ばれた治験担当医師に加
え、治験コーディネーターがいる質の高い医療機関で行
われています。厚生労働省・文部科学省の実施している新
治験活性化5ヵ年計画の目玉として治験を多く実施してい
る質の高い30病院の1つに選ばれました。
順天堂医院のホームページや中待ちのポスターで患者
さんを募集中の治験を広報しています。該当される疾患
の治験にご参加いただける患者さんは参加基準などがあ
りますのでお気軽に担当医や治験コーディネーターに声
をおかけください。
ＧＣＰセンター長 客員教授 伊藤澄信
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診療科トピックス
化学療法室の紹介

化学療法室

１号館３階に、化学療法室があります。この部屋では、外来に通院中の患者さんの化学療
法（抗がん剤による点滴治療）を行います。外来で抗がん剤の治療をお受けになる患者さんでし
たら、どの診療科の患者さんでも利用可能です。それぞれの科の外来主治医の指示で、同じ科の
医師が治療を行います。午前９時から午後５時まで利用できます（ただし、土曜日は昼まで）。こ
の部屋にはベッドが20あります。通常
のベッドとリクライニングベッドとが
ありますので、お好きな方を選べます。
テレビやヘッドフォンもあり、点 滴 治
療中は快適にお過ごしいただけるよう
になっております。
化学療法室長
血液内科教授
押味 和夫

化学療法室の写真

順天堂化学療法

いびきに隠れているかも。。睡眠時無呼吸症候群

検索

呼吸器内科

突然死、寿命を縮める原因になります。
夜間の突然死の危険度は、健康な人に比べて2.6倍という報告があります。
無治療の重症患者の約10人に1人が10年以内に心臓血管疾患で死亡したという複数の
報告があります。
全身の病気と密接に関係しています。
2次性高血圧の原因の第１位という報告があります。
無治療では全身の病気を引き起すことがあります。
（脳梗塞、高血圧、不整脈、糖尿病等）
適切な治療で、
これらの病気の治癒・改善が報告されています。
社会生活へさまざまに影響します。
昼間の過度の眠気による生活の質の低下、仕事の能率低下を生じます。
重症患者では居眠り運転事故のリスクが3-4倍に達することが報告されています。
適切な治療で、
これらのリスクが一般人口のレベルに戻ることが報告されています。
稀な病気ではありません。
いびきのある日本人は、推定2000万人、その10人に1人が睡眠時無呼吸症候群と
推定されています。一方で適切な診断・治療を受けている方は10%以下です。

ご存知ですか？ 睡眠時無呼吸症候群の主なサインは。。。

長くて大きいいびき、夜中に何度も眼が覚める、朝熟睡感がない、昼間の眠気、居眠り 等
呼吸器内科
教授
高橋 和久

呼吸器内科
塩田 智美

＊当科で専門的な診断・治療が可能です、お気
軽にご相談ください。

順天堂いびき外来
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検索

障害（基礎）年金について その1

受けられる年金の種類には、老齢(基礎)年金、障害(基礎)年金、遺族(基礎)年金
などがあります｡ここでは、思わぬケガや病気などで障害が残った時に受けられる
障害(基礎)年金について、主な概要をお知らせしたいと思います｡
★障害(基礎)年金を受けるためには、
次の3つの要件を満たしていなければなりません｡
(1)障害の原因となった傷病の初診日(一部発病日の場合があります。)が、国民年金
又は厚生年金保険の被保険者期間中であること｡
(2)初診日の前日までに一定の保険料納付要件*1を満たしていること｡
(3)障害認定日*2において、障害の程度が政令で定められた一定の基準以上の状態*3
にあること｡
*1保険料納付要件
初診日のある月の前々月までの年金に加入しなければならない期間のうち、
3分の2以上の期間が、①保険料を納めた期間、②保険料を免除された期間、
又は、③学生納付特例の対象期間、
のいずれかの期間である｢保険料納付要件｣
を満たすことが必要｡
*2障害認定日
障害の認定を行うべき日のことを言い、初診日から数えて1年6ヶ月が経過
した日、又は、1年6ヶ月以内に傷病が治った場合には治った日（症状が固定
し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含むー例えば、心臓ペース
メーカー、人工弁の装着日や人工透析療法を初めて受けた日から3ヶ月経過
した日、足などを切断した日など）
をいいます。
*3障害の程度が政令で定められた一定の基準以上の状態
傷病によって生じる障害の状態に応じて支給され、
｢○○病だから○級です。
｣
と言うものではなく、
「障害等級表」に定められています。
この等級は、身体
→「障害等級表」の内容については、
障害者手帳の級数とは別になります｡
次回のニュースに掲載する予定です。
★障害年金を受けるための相談や請求先は被保険者の種別により異なり、
国民年金
は自治体の国民年金課、厚生年金は社会保険事務所が窓口となります｡
｢障害年金と診断書｣(年友企画
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発行)を参考に作成

薬剤部ニュース
お手持ちの『お薬引換券』は何番ですか？
薬剤部では、
お薬をスムーズにお渡しするために、大型パネルに
『お薬待ちのご案内』
を表示
しています。
引換番号は、
Ａ
（個別に調剤）又は、
Ｂ
（順番通りに調剤）
に分かれており、
『お薬引換券』
に示さ
れています。
Ａ、
Ｂいずれの場合でも、
①パネル上部に黄色で表示されている番号までできておりますので、お薬お渡しカウンター
までお越しください。
②パネル中央に緑色で表示されている番号は、お渡しするのに時間を要しておりますのでお
待ちください。
なお、
Ａのお薬については、
③パネル左下に黄色で表示された番号の方もできておりますので、お薬お渡しカウンターま
でお越しください。
ご不明な点がありましたら、
お薬相談までお声をおかけください。
①お薬をお渡
しできる番号

お薬待ちのご案内
A ○○○○ 番までできて
Ｂ○○○○ 番までできて

います

下記の番号の方は、
お待ちください

③Ａのお薬で
①の番号以降で
お渡しできる番号

います

下記の番号の方は、
お待ちください

A

Ｂ

下記の番号の方もできています

テレビモニター

A

②お薬のご用意

がまだできて
いない番号

順天堂栄養部
順天堂薬剤部

検索

す

栄養部ニュース
順天堂医院ニュースNo.21でご紹介した
「食事バランスガイド」の中で、前回の主食に引き
続き、今回は
「主菜」
についてです。

主菜とは肉・魚・卵・大豆料理などのメイン料理です。三大栄養素の中で「たんぱく質」を主
に含み、
たんぱく質が６ｇ含まれる主菜の皿数を
「１つ」の単位で表しています。
1日あたりの摂取目安量として、身体活動量の低い女性は3〜4つ、身体活動量が普通以上
の女性と低い男性は3〜5つ、
身体活動量が普通以上の男性は4〜6つとなります。
主菜はたんぱく質を補うために欠かせませんが、食べ過ぎる傾向にあるのも事実です。
主食・主菜・副菜をバランス良く摂るよう心がけましょう。
また、主菜として脂質を多く含む料理を選択する場合、脂質やエネルギーの過剰摂取を避
けるため、上記の目安量より少なめにしましょう。
詳しくは厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/pdf/eiyou-syokuji8.pdf
をご覧ください。
検索
順天堂栄養部
次回は副菜・乳製品・果物についてお伝えします。
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看護部ニュース

NobichのびっちⓇI．C（
．Infection Control）

医療従事者にとって時計は仕事を行う上で必要不可欠なItem(アイテム)。そして、感染対
策と安全は重要なKey Word(キーワード)。腕時計ではしっかり手洗いが出来ないことや、
ケ
アの妨げになったり、周囲の物に触れたり、患者さんの皮膚を傷つける等の理由から、感染対
策や安全上問題でした。
そこで、看護部と感染対策室が共同で「のびっちⓇI．C．」
を考案。
この
Itemは胸ポケットやウエストバンドに留めて使え、
リールでのびるペンダント型時計。
これま
でのペンダント型時計と違い、患者さんと目を合わせコミュニケーションがとれ、輸液の滴下
筒に時計をのばし確実に滴下速度を調整するという大切な役割も果たしてくれました。当初
発売個数の2000個は瞬く間に完売。その後、追加生産をし、現在では順天堂系附属6病院で
勤務する看護師のみならず、医師やコメディカルまで広まるItemになっております。なお、
リールのデザインは順天堂のロゴマーク入り(写真)と、感染対策をイメージした新デザイ
ン「手とシャボン玉」
（ 図案商標登録）があります。
ご購入希望の方は、下記の売店で販売して
います。

順天堂大学医学部附属順天堂医院3号館1階売店
順天堂浦安病院売店
順天堂練馬病院売店
ホームページ：http//www.juntendo.ac.jp/hospital

『お茶の水順天堂・誕生物語り』
東京の順天堂は明治6年に下谷練塀町に始まりま
した。
しかし、当時そこは湿地帯で、病人に向かない
土地でした。そのため、明治8年、高燥の地お茶の水
（約3000坪）に移りました。その時代、大病院は東
大だけでしたが、大名屋敷を使っていました。そこは
大広間はあっても個室がありません。個室のあるの
は宿屋か女郎屋でした。検討の結果、順天堂は女郎
屋をモデルにしました。病室には床の間とは違い棚
があって、次の間付きでした。病人をゆったりさせる
ように考えたという話しが伝わっています。
順天堂大学医学部医史学研究室
客員教授 酒井シヅ

（平成19年10月作成）

