
奥沢病院の職員一同は患者さま（クライアント）のご意思とプライバシーを尊重します。 

 

・患者様の意思とプライバシーを尊重した医療 

・苦痛・恐れ・不安の解消に最大限の努力をする事 

・２４時間３６５日の二次救急医療体制 

・周辺の医療機関との密接な医療連携 

・総合診療と特色のある専門外来 
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病院理念： 

私たちは、患者様の意思とプライバシーを 

尊重し、心のこもった質の高い医療サービスを 

提供します。 
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医師のコラム 

がんは予防できますか？ 
 

外科  鈴木恵史  

 

 日本人の死亡原因のなかで、がんによる死亡は最多であり約30%です。また、2

人に1人は生涯にがんになることがわかっています。それでは、がんは予防できるの

でしょうか。がんの原因の多くは環境要因であることがわかってきています。しか

し、どのような生活習慣により、がんの危険性が高くなるかについては、いまだに十

分研究されてはいません。WHOで国際的ながんリスクの評価が行われていますが、

食生活や環境の異なる欧米中心の研究結果は必ずしも日本人に当てはまるわけではあ

りません。国立がん研究センターからは、日本人のためのがん予防法が示されている

ので、その要点を紹介いたします。 

日本人を対象としたこれまでの研究から、がんの予防に重要なことは「禁煙する」

「節酒する」｢食生活を見直す｣｢身体を動かす｣｢適正体重を維持する｣ことです。日本

人の40~69歳の男女、約14万人の追跡調査から、この５つの健康習慣を実践する人

は、0または１つ実践する人に比べ、男性で43%、女性で37%、がんになるリスク

が低下することが示されました。 

それではどのように実践するかを示します。 

「禁煙する」： たばこは吸わない、他人のたばこの煙を避ける 

「節酒する」： 飲む場合は純エタノール量換算で23g程度（日本酒1合、 

        またはビール500ml程度） 

｢食生活を見直す｣： 減塩する（1日あたり男性で8.0g未満、女性で7.0g未満）、 

          野菜と果物をとる、熱い飲み物や食べ物は冷ましてから食べる 

｢身体を動かす｣：推奨される身体活動の目安は、身体活動量を少しでも増やす 

        （例えば、今より10分ずつ長く歩く）、運動習慣を持つように 

        する（例えば、30分以上の運動を週2回以上行う） 

｢適正体重を維持する｣： BMI値＝体重(kg) ÷ 身長(m)2 が男性21～27、 

            女性21～25の範囲になるよう体重を管理する 

 さらに「感染」もがんの主要な原因です。B型・C型肝炎ウイルスから肝がん、ピ

ロリ菌から胃がん、ヒトパピローマウイルスから子宮頸がんなどが感染とがんの関係

ですが、感染したら必ずがんになるわけではありません。それぞれの感染の状況に応

じた対応をとることで、がんを防ぐことにつながります。 

 なお、気をつけなくてはならないのは、特定のがんを予防するための生活習慣が必

ずしも健康的とは言えないことです。例えば、肥満に関連するがんを予防するにはや

せるほど効果的ですが、やせすぎて他の部位のがんのリスクが高くならないよう、バ

ランスをとる必要があります。がん予防のためには、総合的な健康

と個人の生活習慣の中でその位置づけを考えなくてはいけません。           

 

参考：ganjoho.jp 



各部署のコラム 
 

              こんにちは地域医療連携課です 

 

                                地域医療連携課 閏間 由紀 
 

私たち奥沢病院地域医療連携課は、4名のスタッフで構成されています。 

皆さんは、「地域医療連携」という言葉をご存知ですか？ 

「地域医療連携」とは医療機関同士が相互に円滑な連携を図り、個々の特性を活かし患者様が医療機関

を通じて継続性のある適切な医療を受けられるようにするためのものです。 

地域医療連携課では、地域の医療機関（紹介元）から、当院に患者様を紹介していただく際の窓口とし

て診療予約、入院相談を受け付けます。 

地域医療連携の一環として連携医の先生方に当院の医療機器を有効に利用していただくためにCT検

査（365日24時間対応可）や内視鏡検査（胃カメラ・大腸カメラ）、エコー、レントゲン、骨密度測

定（ＤＥＸＡ法）検査等の検査予約、受付を行っております。 

ご紹介頂きました患者様の精査加療終了後には当院医師より地域医療連携課を通

じ、紹介元へご訪問、ご報告させていただいております。 

今後もより一層、愛し愛される地域密着型の病院として連携課一同努力して参り

ます。 

 

                           ◎ご紹介患者様のご依頼、検査の予約等がございましたら 

                 地域医療連携課 宛にご連絡下さい。 

              ＴＥＬ：０１２０-０３-０９３８ 

              ＦＡＸ：０１２０-７８-０９３８ 

 

トピックス 

救急業務協力者感謝状をいただきました  

  

  平成28年9月9日、救急の日に玉川消防署にて「救急業務協力者感謝状贈呈式」が執り

行われました。特に救急隊受け入れに協力したとして当院が表彰され「東京都救急部長感謝

状」、「玉川消防署長感謝状」をそれぞれいただきました。 

 今後も初心を忘れずに病院全体で積極的な救急車の受け入れをして地域に貢献していく所存 

 です。          
 

 
      自衛消防活動技術大会に参加しました！ 

  

  

平成28年9月7日、玉川消防署主催の自衛消防活動技術大会に当院のスタッフが参加しまし     

た。大会を通じて消防訓練を経験したスタッフのコメントを今回ご紹介致します。 

 

 貴重な体験をさせていただいたことで、素敵な夏の思い出ができました。ありがとうござい

ました。                                徳田 宗子 

                                    関 絵理菜 

 消防の方々に丁寧に御指導、ご協力をして頂き、本番を無事終える事が出来ました。今回の

体験を忘れず、緊張感や責任感を持って万が一に備えたいと思いました。   森山 勇輝                             

                                  鈴木 結貴宏 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RA1IAbugRWETYAdAWU3uV7/SIG=137sp3117/EXP=1443236763/**http%3a/www.putiya.com/img/person/bussiness/syoubousi/syoubousi01/syoubousi_d_04.png


  

 

 

お知らせ 
※ 毎週火曜日小児科の午前の診療受付時間は 

  12：00までとなります。 
※ 小児科の月曜日～金曜日の午後は予防接種と乳幼児 

  検診の予約があります。一般診察は予約の方が 

  終了次第（15：00頃）開始となります。受付は 

  13：30から行っております。 

※ 当院は24時間救急体制で診療を行っております。 

  曜日により診療科目が異なります。 

医療法人横浜柏堤会 

奥沢病院 

〒158-0083  東京都世田谷区奥沢２－１１－１１ 
TEL：03-5701-7788 FAX：03-5701-2922 
ホームページ http://www.okusawahp.jp/ 

診療科目 
 内科・外科・小児科・整形外科・放射線科・麻酔科 
 

診療時間 
 平日  ９：００～１３：００（受付８：３０～１２：３０まで） 
        １４：００～１７：００（受付１３：３０～１６：３０まで） 
  土曜  ９：００～１３：００（受付８：３０～１２：３０まで） 
 休診  土曜午後・日祭日 
 

周囲の医療機関との密接な医療連携 
 奥沢病院アテンディング・ドクター 
 昭和大学病院・荏原病院・都立広尾病院・日赤医療 
 センター・東京高輪病院・国立東京医療センター・ 他 

 

戸田中央医科グループ近隣施設 
 田園調布中央病院・松井病院・世田谷神経内科病院 

    

小児科の夜間診療も行っております 
 
   月曜日と金曜日は18：30までの 
   受付となります。 
   

『10月』外来担当医表 
  

月 火 水 木 金 土 

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 

内科 

阿部 記代子 

(旧姓:和田) 
菅田 彰 伊平 慶三 

井出 宏嗣 

(膠原病) 
菅田 彰 

大西 司 
(呼吸器内科) 

羽多野 美香

(膠原病) 
菅田 彰 

阿部 記代子 

(旧姓:和田) 

大石 庸介 

(循環器内科) 
菅田 彰 

(9:00～10:30) 

伊平 慶三 
小﨑 遼太 

(循環器内科) 
阿部 記代子 

(旧姓:和田) 

林 智樹 

(膠原病) 

羽多野 美香 

(膠原病) 

吉本 彩子 

(糖尿病) 

二村 明徳 

(神経内科) 
伊平 慶三 

前木 展子 

(糖尿病) 

伊平 慶三 
(9:00～10:30) 

阿部 記代子 

(旧姓:和田) 
(10:30～12:30) 

― 

外科 鈴木 恵史 伊達 淳 
小山 広人 

(外・胃腸科) 

小山 広人 

(外・胃腸科)  
梅田 耕明 ― 加藤 貴史 

尾本 正 
(心臓血管外科) 

鈴木 恵史 

飯島 忠 

(1,3週目) 

神山 剛一 

(2,4週目) 

鈴木 恵史 

(3,5週目) 

伊達 淳 

(1,2,4週目) 

整形外科 菊地 健 ― 
神 與市 

(脊椎・脊髄) 
菊地 健 柳澤 和裕 齋藤 創造 菊地 健 

第1週のみ 

稲垣 克記 

15:00～ 

（予約制） 

定方 博史 
受付 

初診 12:15まで 
再診 12:30まで 

柳澤 和裕 柳澤 和裕 

小児科 常見 享久 常見 享久 常見 享久 今井 孝成 常見 享久 常見 享久 ― 常見 享久 常見 享久 常見 享久 常見 享久 

皮膚科 ― ― ― ― ― ― ― 北島 真理子 ― ― ― 


