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　明治３８年に江戸川橋が掛けられるまで江戸川には橋がありませんでした。江戸幕府は江
戸を守るために主要河川に橋を架けることを禁止し、渡しには幕府が定めた定船場（じょう
ふなば）を設け、それ以外の場所で河を渡ることを厳しく制限していました。市川関所跡は
江戸川堤防にあります。
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　内容は、HBVにて感染することによって誘導された脂
質抗原が、CD1d分子というウイルスなど外来抗原を認
識する部分に付く（このことを抗原提示といいます）こと
により、ナチュラルキラーT細胞（NKT細胞）が活性化さ
れ、さらに、ナチュラルキラー細胞 (NK細胞)やT細胞
など免疫担当細胞を次々に活性化し、それらが感染
細胞を直接破壊したり、サイトカインという物質を出した
りして感染ウイルスを退治することを明らかにしました
（図参照）。今まではNK細胞やT細胞が感染細胞を攻
撃することは分かっていましたが、今回の研究では、そ
れらの細胞の活性化における開始時点を明らかにした
ことになります。
　近年、HBVを制御できる内服薬が開発され、B型慢
性肝疾患の予後は改善しつつありますが、C型肝炎ウ
イルスとは異なり、ウイルスを体内から排除すること（根
治）は現段階では難しいとされています。その理由の
ひとつとして、HBVに感染した場合、どのように肝障害
が起こるか、どのように免疫細胞が働くのかが明らかに
なっていなかったためでした。
　本研究にてHBV感染の制御機構が判明しましたの
で、これらのことを利用してHBV根治を目指した薬剤の
開発の研究を当センターにおきましても精力的に続け
てまいります。〈村田一素〉

　わが国のB型肝炎ウイルス(以下、「HBV」という。)
感染者は、約100万人存在するとされています。
　HBVは一般に、成人で感染した場合は急性肝炎
として発症し慢性化することはありません。しかし、
乳幼児期、老人あるいは免疫不全患者では、慢性
化し、肝硬変・肝癌に至る場合があります。
　さて、HBVに感染すると肝炎が起こることは誰もが
知っている事実です。しかし、HBVが発見されてか
ら半世紀が経ったにも関わらず、実は感染した場合
にどのように肝炎が起こるか、どのように生体がウイ
ルスを排除するのかは未だ明確にされていません
でした。
　今回、筆者は米国ハーバード大学、米国国立衛
生研究所 (NIH)との共同研究により、HBV急性感染
時における肝炎の発症機序を解明いたしました。
　筆者が本研究に着手しましたのは、NIHに留学中
の2000年頃ですので結論を出すまでに12年もの時
間を要したことになります。

 肝炎・免疫研究センター 村田一素 肝疾患先端治療室長の研究成
果が、本年７月、アメリカ科学雑誌ネイチャー メディスン(Nat
Med 2012;18:1060-1068)に掲載されました。

ネイチャー メディスン掲載にあたって
～B型急性肝炎における肝障害機序の解明 ～

ネイチャー メディスン(Nature Medicine)への掲載 

HBV急性感染時における肝炎の発症機序を解明 

左図：Nature Review Immunology 2007;7:929より改変引用 



（児童精神科医師　佐藤 政子）
　本年７月より、児童精神科レジデントとして勤務することになりました。
  これまでは、国立病院機構肥前精神医療センター、同花巻病院で精神科の治療に
携わってきました。児童精神科という専門分野で、経験豊かな先生やスタッフの方々
に沢山のことを学べることを楽しみにしています。
  新しい勤務地で不慣れなことも多く、ご迷惑をおかけすることもあると思いますが、ど
うぞよろしくお願いいたします。

　高血圧、糖尿病、生活習慣病が気になる方、コレステロール・中性脂肪値が高い、体重が気になるなど
の方を対象に、生活習慣の改善方法を習得していただくための教育入院を行っています。
　国府台病院では、生活習慣を振り返るお手伝いをいたします。

生活習慣改善のための教育入院のご案内 

 入院期間 ： 4泊5日（毎月第３金曜日～第４火曜日） 

 入院費用 ： 4～5万円（健康保険で3割負担の方の場合） 

 主な検査 ： 基礎代謝測定、内臓脂肪測定、血管年齢測定等 

 指   導 ： 糖尿病療養指導士をはじめ、医師、看護師、薬剤師、   

           管理栄養士、理学療法士がサポート 
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～教育入院に興味がある方は、内科外来までご相談ください。～ 



　当院の児童精神科、精神科スタッフだけではなく、市川、
松戸、柏といった近隣の精神科医、小児科医、薬剤師、教
育関係の先生方が参加され、ADHDやPDDをはじめとする
発達障害、そして児童精神医学への関心の高まりを痛感い
たしました。
　我が国では成人期のADHDの患者に初めて投薬する薬
物がまだ承認されていないという現状のため、成人期の
ADHDをはじめとする発達障害の診断や薬物療法について
多くの質問がでましたが、マッキントッシュ先生は質問に対
してとても丁寧にお答えいただき、充実感とすがすがしい気
持ちになって講演会は終了となりました。

　 国府台病院において、 ６ 月に諸外国から １ 名の来客の訪問があり 、 また、 ２ 名の講師をお招き し
た講演会が行われまし た。

　チャールズ・ゴア世界肝炎連盟（World Hepatitis Allianse ）会長が６
月５日に肝炎・免疫研究センターを訪れました。
　世界肝炎連盟はＷＨＯのグローバル肝炎プログラムと密接に連携し
ベストプラクティス（良好事例）の発掘に取り組んでいる組織です。この
度、日本の肝炎の啓発活動や効果的な予防・検査・治療戦略につい
て専門家との意見交換をするために来日され、そのスケジュールの中
に肝炎・免疫研究センターの訪問が予定されたものです。
　約２時間の訪問でしたが、正木 肝炎情報センター長からは「最新の
肝炎情報」及びセンターが行っている「国内の肝炎拠点へ病院の医療
者研修の実績」などを、溝上 肝炎・免疫研究センター長からは「日本
と世界各国の患者発症傾向の相違と歴史的背景」、「肝炎最新治療
情報」などについて説明され意見交換が行われました。また、新研究
棟の視察と現研究室をご覧いただきました。

　マッキントッシュ先生からは、ADHDは児童期、思春期だけではなく成人期にも症状が持続し社会適応に影
響を与えること、虐待といった家族の中の深刻な問題、そして不安障害、うつ病、反社会的問題行動といった
障害の併存がADHDの経過に大きく影響すること、そして脳画像研究などの最新のデータをお示しいただき
ました。
　当日はサッカーのワールドカップ予選と重なったにもかかわらず40名ほどの方々にご参加いただき、同時通
訳のレシーバーが足りなくなるほどの盛況でした。

　６月８日（金曜日）に国府台病院大会議室において、ダイアン・マッキ
ントッシュ（Diane McIntosh）先生をお招きして注意欠如・多動性障害
（ADHD）についての講演会を開催しました。
　マッキントッシュ先生は、カナダのブリティッシュコロンビア大学にて臨
床講師、さらには、the Canadian ADHD Resource Alliance (CADDRA) 及
び the Canadian Network For Mood and Anxiety Treatments(CANMAT)
の委員（board of directors）を務めています。そして、カナダにおける
ADHDの臨床ガイドラインの作成にあたっては中心的な役割を果たされ
た先生です。
　当院児童精神科レジデントの原田真生子医師がADHDと広汎性発
達障害（PDD）が併存した兄弟例に親心理教育（ペアレント・トレーニン
グ）と薬物療法を併用して改善した症例を報告し、その後マッキントッ
シュ先生が「ADHD Across the Lifespan」というタイトルでご講演いただ
きました。

児童精神科医長
渡 部  京 太

 外国からのお客さま 

講演風景 

ダイアン・マッキントッシュ先生 

チャールズ・ゴア 世界肝炎連盟会長の訪問 

ダイアン・マッキントッシュ先生の講演会 



　

　　　　　　　アメリカ国立衛生研究所（ＮＩＨ）とは？
　NIH（National Institutes of Health）は、２７の
施設と事務局によって構成され、１万８０００人以上
のスタッフと膨大な国家予算に支えられている科学者
（医師、生命科学研究者）集団組織です。

肝疾患先端治療室長　村田　一素
肝炎・免疫研究センター

肝炎・免疫研究センター新築記念講演会

  当センターでは、このような国際交流を行いなが
ら、皆様のお役に立てるような国際的研究を行ってま
いります。また、７月には東京都新宿区戸山にありま
す国際医療研究センターより免疫チームも合流し、さ
らなる飛躍が期待されます。
　本講演会は、当センターの輝かしい未来への「は
なむけ」として大変有意義なものでした。

　平成21年から建築が始まった肝炎・免疫研究セ
ンター及び国府台病院新病棟が、ほぼ完成いたし
ました。我々、肝炎・免疫研究センターのスタッフ
も、６月１８日より引っ越しを開始しました。そこで、６
月１３日(水)に新棟新築記念講演会と題しまして、
全世界的に医学研究で高名な米国国立衛生研究
所 (National Institutes of Health)より、T. Jake
Liang先生をお招きしました。Liang先生は、肝臓研
究において著名な先生で、昨年度は米国肝臓学
会の会長を務められた方です。当研究センターと
は共同研究を行っていること、村田が1999年～
2002年の間、彼の研究室で研鑚を積んでいたこと
が縁で今回の講演会が実現しました。
　講演会には、都内を含む近隣都市より、主に肝臓
の臨床及び研究を行っている多くの医師・研究者
に参加いただきました。また、当院からも著名な方
の講演を聞いてみたいと集まり、総計82名と新研究
棟の大会議室を埋め尽くすほどの盛況ぶりでした。
　Liang先生は、主に溝上雅史センター長らがC型
肝炎の治療効果予測として同定したインターフェロ
ン・ラムダ（IFN-λ）が、如何にC型肝炎の病態と関
連があるか、また、今後の治療の可能性について
講演されました。講演は、もちろん英語で行われま
したが、講演後は多くの方からの質問及び討議が
行われ、予定を３０分も超える白熱ぶりでした。

T. Jake Liang先生 

ｱﾒﾘｶ NIH 研究指導者 T.ジェイク Liang 先生の講演会 

講 演 質疑応答 



院長　福田 美絵子

医療社会事業専門職
薬師寺 あかり

いざなぎクリニック
　いざなぎクリニックは平成22年12月13日より新しくなりました。
千葉県指定「在宅支援診療所」として慢性疼痛やがん性の痛
みを抱える患者様の在宅診療を行っております。当院の特色
であるトリガーポイント治療は筋筋膜性疼痛に有効で、ぎっくり
腰で動けなくなった方や線維筋痛症の方に好評です。硬膜外
ブロックも行っており、変形性腰椎症やヘルニアをお持ちの方
は国府台病院ですぐ撮っていただける美しいMRI画像と合わ
せて、より精度の高い治療が可能となっております。国府台病
院からは帯状疱疹後の三叉神経痛の患者様などをご紹介頂
き、星状神経ブロックにて良好な結果を得ております。又、眼
瞼痙攣や脳梗塞後の痙性から生じる拘縮や疼痛に、ボトックス
治療も行っております。他院にない治療として、生薬での漢方
治療も行っておりますので、ご利用いただければと存じます。
今後ともよろしくお願い致します。

　医療福祉相談室では、患者さんやご家族が、心身共に快復への道を歩まれ、より良い生活が開始され継
続できますように、病気や障害にまつわる様々な問題や悩みごと、困ったことなどについて、ソーシャルワー
カーが社会福祉の立場からご相談に応じています。
　　○退院後の生活や社会復帰に関すること
　　　　・退院後の生活に不安がある。
　　　　・往診医や訪問看護、ホームヘルパーなどの在宅サービスについて知りたい。
　　　　・退院後の療養方法や転院先について知りたい。
　　○医療費、生活費その他経済的な悩みごと

○各種社会保障・社会福祉に関すること（年金保険、
生活保護、介護保険、成年後見制度、各種施設利用
など）
　　・社会福祉制度や施設の利用について知りたい。
　　・障害者手帳の取得、年金等について知りたい。
○療養生活・職業生活、学校生活などに関すること
　　・就職や仕事のことで悩んでいる。
　　・入院中、家族の生活が心配だ。
○その他
　　・誰に相談していいのか分からない。
　　・支えあえる仲間が欲しい。
　　・児童虐待・高齢者虐待・ＤＶ（ドメスティックバイ
　　　オレンス）に関すること

お申し込みは…医療福祉相談室に直接おいでいただく
か、治療スタッフにお申し出ください。直接の方は、
事前に電話でご予約いただけますと幸いです。

ソーシャルワーカー部門の紹介 

私達がソーシャルワーカーです。 

地域医療連携病院のご紹介 

 
  住   所 ： 市川市堀之内3丁目23-13   
  電   話 ： 047-372-3631 

  診療科目 ： 整形外科、外科、内科、小児科 
  診療内容 ： 痛み外来、在宅診療、禁煙外来、喘息治療 

           花粉症対策、冷え性対策、小児漢方 

           成人病検診、健康診断、各種予防接種 

  診療時間 ：  午前   ８：３０～１２：３０ 

            午後  １５：００～１８：３０ 

  休 診 日  : 木曜・土曜午後・日曜祝日 いざなぎクリニックホームページより掲載
http://www.ne.jp/asahi/clinic/izanagi/index.htm 



　また、来院された方々に「マスク」と「メタボス
ケール」をお配りし、新病棟オープンのPRも行う
ことが出来ました。新年度に入り早々に企画・準
備とあわただしい中、院内各部門の絶大なる協
力をいただき盛会裏に終えることが出来ました
こと、改めて感謝いたします。
　学生時代にナイチンゲールから受け継いだ愛
のともしびと、ナイチンゲール誓詞を思い出し、
これからも看護部が心を１つに「国府台のあた
たかい看護」を受け継いでいきたいと思いま
す。

　田中　且子
３３病棟看護師長

　毎年、ナイチンゲールの誕生日である５
月１２日を含む１週間を「看護週間」として、
各地で看護にまつわるイベントが開催され
ています。
　当院でも５月１１日（金）に１階中央廊下
にて看護部を中心に、看護相談、血圧・体
脂肪・握力測定、手洗い指導、フットケアを
はじめ、薬に関する相談や栄養相談、放
射線や検査に関する相談、歩行指導など
院内各部門の協力により「看護の日」を開
催することが出来ました。
　各看護単位の紹介コーナーではポス
ターと写真を掲示し、国府台のあたたかい
看護の心を多くの方々に伝えることが出来
ました。

～「看護の日」を終えて～

 

《ナイチンゲール誓詞》 
 

われはここに集いたる人々の前に厳かに神に誓わん 

わが生涯を清く過ごし、わが任務(つとめ)を忠実に尽くさんことを。 

われはすべて毒あるもの、害あるものを絶ち、 

悪しき薬を用いることなく、また知りつつこれをすすめざるべし。 

われはわが力の限りわが任務(つとめ)の標準(しるし)を高くせんことを努むべし。 

わが任務(つとめ)にあたりて、取り扱える人々の私事のすべて、 

わが知り得たる一家の内事のすべて、われは人に洩らさざるべし。 

われは心より医師を助け、わが手に託されたる人々の幸のために身を捧げん。 

看護の日の行事から 

Florence Nightingale  
（1820―1910）  

イギリスの看護婦。クリミア戦争において野戦病院の

改革を行い、わずか数か月で死亡率を半減させ「クリミ

アの天使」と賞賛された。貰った表彰金および国民から

の寄金を基に、ロンドンの聖トーマス病院内に看護学

校を設立した。細心、節制、公平、忍耐をモットーに看

護教育を体系化した。この制度はイギリスから世界各

国に広がり、現代の看護教育の基礎となった。 



　

教育担当看護師長　

　　　　　　　　　MVP受賞
　　　　　　　16病棟　橋本晶乃
　ICLSはコメディカルスタッフが集まり、
チーム一丸となって人命救助の練習をしま
す。一人一人が大切な役割を持っていて、
声を掛け合いながらお互いに協力し合って
行うので、本番さながらの緊張感がありま
す。初めはなかなか声を張ることができま
せんでしたが、声を張っていかないと自分
が何をしているのか周りに伝わらず、一体
感もでてこないことに気づきました。お互
いに声をかけあうことで、より質の高い人
命救助をすることができるのです。病院に
勤務している以上、病棟で急変があるかも
知れません。多くのコメディカルスタッフ
がICLSを習得することにより、病院一丸と
なって人命救助に取り組めると思いまし
た。

　　　　　　　  　　MVP受賞
　　　  　　　33病棟　佐藤美央
　私は精神科に勤務して４年目になります
が，一般科を経験したことがないので，身
体のアセスメントや，急変時の対応など不
安に思っていました。そのため，今回ICLS
コースで知識も技術も学んでみたいと思っ
て研修に参加しました。始めは，私にも出
来るのかと心配でしたが，インストラク
ターの方が明るく丁寧に教えて下さり，疑
問を一つずつ解決しながら楽しく学べまし
た。１日の体力勝負の研修でしたが，チー
ムで協力し，一体となって課題をこなして
いくことで達成感を感じ，救命の輪をつな
いでいくことの大切さを感じました。

　　　　　　　初期臨床研修医１年
　　　　　　　　医師　小柳　剛
　このたびICLSコースに初めてインストラ
クターとして初めて参加いただきました。
　ICLSを取得したのは２年前であり、ま
た、ガイドラインも変わっているという状
況での参加でした。事前の打ち合わせでは
先輩インストラクターの方々が丁寧に教え
てくださり不安はすぐになくなりました。
教える立場で参加することで新たに気付い
たことや「学べたことが非常にたくさんあ
り、ICLSへの理解を深めさせていただくこ
とができました。コース自体も楽しく和気
あいあいと行われています。ICLSを楽しく
習得できさらに深く自分のものにできる本
コースは受講生の方にとってもインストラ
クターの方にとっても非常に有意義である
と思います。さらにこのことで、救える命
が増えることも最大の魅力だと思います。

看護部長室から

　５月１２日の「看護の日」に合わせ、日本看護協会では、「忘れられない
看護エピソード」と題して、看護職の看護体験記の募集がありました。
　この募集に対して、国府台病院から看護師の山集美蘭（やまずみらん）
が応募、入選し、この度、千葉県看護協会から表彰状を授与されました。
　全国2，952通という多数の応募の中から見事佳作に入選しました。
　山集看護師は、急性期精神科病棟を担当する看護師として、日頃大切
にしていることを素直に表現したところを高く評価されたようです。

浦 川  由紀子

　去る６月９日（日）に第３回NCGM－ICLSコース（日本救急医学会認定）が開催されました。
　受講した１２名の医師・看護師は、講義や様々な演習、そして、実技試験と筆記試験を受け、無事全員が合
格となりました。合格者の中でもMVP（最優秀賞）が２名選ばれました。インストラクターの熱意は、受講生の大
きな学びとなりました。

受講生から感想

第3回 NCGM－ICLS コース 

受講者＆インストラクターの集合写真 

看護協会から表彰 

千葉県看護協会から表彰を受けた 
山集看護師 



　　　当日のプログラム
 9:00　受付
10:00　病院概要説明
10:20　新人看護師説明
10:45　院内見学
12:00　（昼休み）
13:00　病棟で看護体験
16:00　病棟でまとめ
16:20　質疑応答
17:00  解散

　看護学生を対象とした病院見学会とインターンシップを去る６月９日(土)に開催しました。開催目的
は、学生が国府台病院の看護を体験し臨床現場の実際を知ることです。首都圏はもちろんのこと新幹
線を使い遠方から来てくださった学生もおり、病院見学会には31名、インターンシップには27名の参加
がありました。
　プログラムは、１０時から病院概要説明・院内見学・病棟オリエンテーション・職員紹介・職場体験・質
疑応答の順で進行し、終了は１７時となりました。
　職場体験では、各病棟で計画した看護業務を実際に体験していただきました。病棟看護師と一緒に
患者さんに声かけしながらケアに参加し、臨床の現場を肌で感じてもらうことが出来ました。精神科病
棟では、経管栄養チューブの再挿入の場面に遭遇し、医師と看護師が協力して行う様子を見学しても
らうことも出来ました。
　質疑応答では、来年度の募集予定数、新病棟の移転時期、配属希望が叶うか等、活発な質問があり
ました。感想文を見ると、アットホームなあたたかい病院の雰囲気を感じていただいたことが感じ取れま
した。
　是非、当院の採用試験を受けていただき、当院の職員になって頂けることを期待したいと思います。
次回は、８月８日（水）を予定しています。

事務部長
佐々木　仁史

　金 居  久美子
看護師長

　肝炎・免疫研究センターの建物が本年３月に完成し、その後、研
究機器・物品の納入、ＬＡＮ配線等の設備を整備し、６月から７月上
旬にかけて各研究室の移転を順次終えました。
　肝炎グループは、国府台旧研究庁舎からの移転、免疫グループ
は新宿区戸山地区研究所から国府台への移転となり、２つの研究
グループが新築建物に入り、文字通り肝炎・免疫研究センターが新
たなスタートをきることとなります。
　肝炎・免疫研究センターは、肝炎・免疫疾患の発症機序の解明に
つながる基礎的研究をはじめ、先駆的な診断・治療法の開発を目
指す橋渡し研究並びに臨床研究を行います。

　組織は、肝疾患研究部、消化器疾患研究部、免疫制
御研究部、免疫病理研究部の４つの部と肝炎情報セン
ターからなり、今後の研究成果が期待されているところ
です。
　また、同時進行で工事を終えた新病棟は、新たに１階
部分の模様替工事を９月末まで行うこととしており、新病
棟オープンは１０月末頃となる見込みです。なお、新棟
のオープンセレモニーは１０月１日に行う予定です。

インターンシップ研修の実施 

受講者集合写真 

肝炎・免疫研究センターの新棟移転 



３６病棟　看護師
伊 藤  宏 彰

　～キャンプ～

　「キャンプは何が何でも行かせて欲しい。」そんな子どもの声を聴きながら、今年の夏
も恒例のキャンプが７月３日・４日の一泊二日で行われました。児童精神科の集団療
法の一環の行事です。バスに揺られ、高尾山の麓に到着しますと、39名の子どもと27
名のスタッフで山頂を目指します。大雨の中「もう無理、だめ。」「なんで登りなの。」と
弱音も聞かれ、無理かなと思う子どももいました。それでも子どもの体調を気にかけな
がら、スタッフみんなで子どもを後押ししていきました。すると子どもは、見事に大人の
無理かなという思いを裏切り、登り切ってしまったのです。特に中学３年生は児童精神
科を卒業する年なので、気合いが違います。
　児童精神科の伝統行事とも言える朝から夕方までかかるコー
ス、通称「嵐山」に登りました。これは中学３年生の最後の年に
「やり遂げる」という貴重な機会になっています。
　普段、入院生活という限られた空間の中で生活する子どもたち
が、多くの仲間や大人たちと共に頑張りました。子どもは苦しみ
ながらも「色々な人が色々なことをやってくれて嬉しいんだよ。」
「こんなに大事にされてると思わなかった。」と言い、集団である
からこそ達成できることがあると私は考えました。そして登山が終
わった後には、普段見せることのない達成感に満ちた笑顔が見
られていました。登山やキャンプは、病棟で体験出来ることの範
囲を超える程、子どもにとても良い影響を与えたように思いま
す。
　今回のキャンプを通して、子どもの成長を見ることができ、今後
の入院生活でもキャンプの経験が活かされることを願っていま
す。また毎年参加する子どもが変わるため、その時々に合った
行程をスタッフと試行錯誤しながら考えていきたいと思います。
最後に、医師、看護師、学校教諭、ソーシャルワーカー、心理
療法士等、多職種の方々に助けられながら事故なくキャンプを
終えられたことに感謝いたします。

　第６回肝臓病教室が、６月２日（土）に国府台病院内の大会議室において行われま
した。今回も６８名と多くの方にご参加いただき、会場はほぼ満席の状態でした。
　はじめに、河野公子臨床栄養管理部栄養管理室長より、「脂肪肝の食事療法と鉄分
を減らす食事の工夫」と題して、如何にして空腹を感じずに摂取カロリーを減らせられ
るか、具体的な食事メニューを提示しながら分かりやすい説明がありました。脂肪肝で
あることを自覚していても自宅に栄養士がいる訳ではないので、食事療法を実践して
いくことは難しいし、また、分かっていても多くの量を食べてしまいますよね。そこで河
野室長はちょっとした食事に関する工夫を教えていただきました。同じ食物でも、その
部分によってカロリーが異なること（例えば、同じ鶏肉でも胸肉ともも肉では、同じ重量
当たりのカロリーが異なる）、また含まれる鉄分量が異なることなど、具体的に示してい
ただきました。参加された皆様は、早速お家に帰られて実践されたのではないでしょう
か？
　また、会場には、各肝疾患に対する食事の工夫例として、いくつかのレシピ集が用
意されており、各参加者は思い思いに、そのレシピ集をお持ちになられていました。次
回からも皆様に役立つような資料・レシピ集をご用意する予定です。

  肝炎・免疫研究センター
    肝疾患先端治療室長　　村 田  一 素

  開催日時： ６月２日（土曜日）１４時～１６時 

  開催場所： 国府台病院 大会議室（２階） 

               司会 村田一素 肝疾患先端治療室長 

  １．河野公子 栄養管理室長 

       脂肪肝の食事療法と鉄分を減らす食事の工夫 
  ２．是永匡紹 肝疾患研修室長 
       糖・脂肪・鉄代謝異常と肝発癌 
     ～生活習慣予防は肝炎進行を抑える？～      

  ※ 講演の終了後に肝炎、肝硬変、肝癌を中心に個別相談 

    を行いました。 

第６回 肝臓病教室の開催報告 

是永室長 

河野室長 

児童精神科病棟の行事 



臨床栄養管理部 栄養主任

病院長

　ビタミンＥは、抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける働きがあること
から、老化防止の栄養素として知られています。また、血液の流れを良くするので、冷房の効き過ぎからく
る冷え性にも効果的です。
　ビタミンB1 及びビタミンB2は、炭水化物からのエネルギー産生を助ける働きがあり、不足するとエネル
ギーが作られず、疲れがたまりやすくなります。冷たくさっぱりしたそう麺など、炭水化物ばかりを摂りがち
な夏場には不可欠な栄養素です。
　今回は数種類のビタミンが美味しく摂れ、お浸し、和え物、揚げ物や炒め物など幅広く利用できる“旬”
の食材を紹介します。

　 高温多湿を好むため、夏季が旬であり、ビタミンE
の他にも、カルシウムやβ-カロテン、ビタミンB1や
B2なども他の野菜を圧倒する含有量を有していま
す。
　モロヘイヤは豊富な栄養素により、夏バテ予防、
骨粗鬆症の予防、胃粘膜の保護など幅広く健康管
理に役に立つ食材と言えます。

 ３．診療報酬改定
　平成２４年４月１日診療報酬改定により完全禁煙化を促す
ねらいから、生活習慣病などの２２の項目に“屋内全面禁
煙”を原則とする項目がセットされました。
　この診療報酬の施設基準では、特例として緩和ケア病棟
や精神科病棟では分煙が認められていますが、分煙を行う
際には適切な受動喫煙防止措置を講じなければならないと
されています。
　この受動喫煙防止措置として、一切、受動喫煙のない防
止措置を講ずるためには、設備の面でも厳しい環境を作る
必要があります。また、屋外においても受動喫煙防止策を
講ずることは難しく、費用をかけて完全分煙システムを構築
するよりも医療機関としては敷地内禁煙に取り組むべきであ
ると判断いたしました。

 ４．精神科の特殊性の考え方
　精神科病棟を持つ当院としては、これまで全面禁煙に
は踏み切れておらず、精神科病棟は“建物内分煙”を、そ
の他は“敷地内分煙”を実施し、患者さん用として２つの屋
外喫煙所がありました。
　しかし、現在では多くの精神科病院でも敷地内禁煙に
取り組んでいる現状を踏まえ、当院の精神科病棟におき
ましても全面禁煙とさせて頂くことといたしました。

  管理栄養士／病態栄養専門師　古 田　 雅

  平成２４年６月１日をもって、病院敷地内を全面禁煙といたしました。
  当院は精神科病棟を有するという特殊性から、これまで全面禁煙には至っており
ませんでしたが、昨今の様々な状況を踏まえ全面禁煙とさせていただきました。
  何卒ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

 １．喫煙に関する法的な抑制
　健康増進法により病院などでは受動喫煙を防止するため
の措置を講じなければならないと規定されています。また、
受動喫煙防止条例も様々な自治体で可決されています。

モロヘイヤ
　　　　　 <モロヘイヤのお浸し>

  ☆ 材料 （２人分）
 　　　モロヘイヤ…１束
       めんつゆ …大さじ２杯
       かつおぶし…適量
 
　☆ 調理時間　７分

　☆ 調理方法
       ①モロヘイヤの葉を洗ってから、
          熱湯で３分～４分茹でる。
       ②ザルに上げてから、すぐに流水
          にさらして色を留める。
       ③軽く絞ってから、食べやすく切る。
       ④器に盛り付けて、めんつゆをかけ、
　　　　　かつおぶしをのせて出来上がり。

夏場の健康管理に最適！

★☆　今回のテーマは、ビタミンＥ　＆　ビタミンＢ群　★☆

 ２．他の医療機関の傾向
　医療機関の喫煙については、病院機能評価の認定を受
ける条件に“敷地内禁煙”が位置づけられ敷地内禁煙は
既に一般化しています。

６月１日から敷地内禁煙となりました 

栄養一口メモ 

以上の４つの理由により全面禁煙となりました。 

これを機会に喫煙者の皆様は禁煙されること

をお勧めします。 



 

 
    
 
 
  日 時 ： 平成２４年１０月２８日（日曜日）  
        １３：００～１６：００ 

  場 所 ： 市川グランドホテル 黄金の間 

          市川市市川１－３－１８ 
          ◇市川駅北口より徒歩３分 
   
  参加費 ： 無料（予約不要） 
 
  参加予定 ： 一般市民２６０名 
   
  テーマ ： 〈 もっと知ろう！おなかの病気 〉 
   

  プログラム  

   １）「胃がん：早期発見が大切！おなかを切らずに治せます」 
 国立国際医療研究センター病院医師 横井千寿 
   ２）「肝がん：切らずに治す！局所治療のすべて」   
 国立国際医療研究センター国府台病院医長 今村雅俊 
   ３）「Ｃ型肝炎：新たな治療の幕開け」 
 国立国際医療研究センター肝炎・免疫研究センター長 溝上雅史 
   ４）「ピロリ菌：あなたの胃は大丈夫ですか？」 
 国立国際医療研究センター国府台病院長 上村直実 
 

   お問い合わせ先：〒２７２－８５１６  千葉県市川市国府台1-7-1  
                国立国際医療研究センター（国府台）肝炎・免疫研究センター 
                肝炎情報センター長 正木尚彦  TEL: 047-372-3501(内)1403 

市民公開講座のご案内 
日本消化器病学会関東支部第75回市民公開講座 

 

 
    
  日 時 ： 平成２４年９月２９日（土曜日）  
        １４：００～１６：００ 

  場 所 ： 国立国際医療研究センター国府台病院 

          肝炎・免疫研究センター大会議室（１階） 
          ◇新しい建物になります 
   
  参加費 ： 無料（予約不要） 
 
  プログラム： 司会  村田一素 肝炎・免疫研究センター・肝疾患先端治療室長 

    ○ 慢性肝疾患における超音波検査の意義 ～他画像との比較を含めて～ 
               是永圭子 国府台病院 消化器・肝臓内科医師 
    ○ 超音波を駆使した肝癌局所治療のあゆみ 
               今村雅俊 国府台病院 第二消化器科医長 

    

  ※ 終了後に個別相談（肝炎、肝硬変、肝癌を中心に）も行います。 
   ※ ご相談のある方は血液検査・ＣＴなどの資料をお持ちいただくと、 

    状態に応じた詳しい説明をお受けになれます。 
 

  お問い合わせ先：〒２７２－８５１６  千葉県市川市国府台1-7-1  
                国立国際医療研究センター国府台病院 
               肝炎・免疫研究センター 村田一素  TEL: 047-375-4757 

肝臓病教室のご案内（第７回） 



編 集 長

　“「市川関所跡」をご紹介します”
  江戸川堤防にある「市川関所跡」の周辺は、JR総武線、京成電鉄
の鉄橋が架かり、また、国道１４号の市川橋が見えます。市川には
古くから「渡し」があり大変賑わっていたようです。江戸時代に
は、江戸川を挟んで小岩と市川に「渡し」が設けられ、番所が置か
れていました。その後、その番所が関所となり、人々の往来を厳し
く見張っていました。
  関所の主な役割は、江戸の防衛のために「江戸に入ってくる人や
武器を水際で取り締まること」そして、「大名の謀反を防ぐため
に、人質として大名の女縁者を江戸に置き、その「女」が逃げ出す
のを防ぐこと」でした。いわゆる入鉄砲出女（いりでっぽうでおん
な）を取り締まっていたのです。明治２年に関所廃止令が出され、
市川関所の使命は終わりました。
  「市川関所跡」は昭和５８年３月に設置されました。その後、老
朽化と江戸川堤防の拡幅工事に伴い平成１６年７月に移設されてい
ます。度重なる江戸川の護岸工事で、関所の建物や渡船場の正確な
位置は不明のようです。
  この「市川関所跡」には市川市が設置した案内版があります。

　そこには「江戸名所図会（えどめいしょずえ）」が貼られており、この図会を見ると小岩側に茅葺の
関所、市川側には国府の台地、根本村、真間山、市川宿が描かれ、江戸時代の人々の暮しが見えるよう
です。

関所跡への交通 
○JR総武線市川駅（北口）から徒歩約

15分 

○京成国府台駅から徒歩約5分 

編集だより 

京成電鉄 手前が国道１４号、奥は総武線 

江戸名所図会 

利根川 

国府台 

根本橋 

小岩の渡

市川の渡

関所跡 
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