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とらのもん
● 男たちの産婦人科学
● 連携医療機関のご紹介 田園都市クリニック
● 医療連携部よりお知らせ

＜紫陽花＞

基本理念 ： 医学への精進と貢献、病者への献身と奉仕を旨とし
その時代時代になしうる最良の医療を提供すること

公開講座のお知らせ
本院『男たちの産婦人科学』
〜同僚として恋人として、そして夫として父として女性の体と病気を理解するために〜
《ぜひ女性の方とご一緒にお聞きください》

産婦人科

北川 浩明

部長

日時 ：６月１７日（土）14：00-15：30
場所 ： 本院 本館３階 講堂
（入場料無料）
※諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
お電話・ホームページ等で開催の有無をご確認下さい。
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ

http://www.toranomon.gr.jp/site/view/index.jsp

男たちの産婦人科学
̶同僚として恋人として、そして夫として父として女性の体と病気を理解するために̶

産婦人科部長 北川 浩明
１．産婦人科って何？
産婦人科というと一般の男性には縁遠い所に感
じられるのではないでしょうか。男性の場合は
健康なら生涯病院や診療所を訪れる必要がない
のですが、女性ではかなりの人が一度は産婦人
科の扉を叩きます。この差はどこにあるので
しょう？
月経に伴う変化など、女性には男性と異なり、
からだのことでの様々な悩みやトラブルが生じ
やすい特質があります。男性にとって、身近に
いる女性たちがどんな理由で、あるいは何を悩
みに産婦人科を受診するのかを理解すること
は、男女のお互いの理解にとって大切な基礎を
なすと思います。

北川

浩明

Ｓ５３年卒

＜専門領域＞
不妊症、婦人科内分泌疾患（月経
異常）、子宮内膜症の治療 自然
なお産への援助 婦人科悪性腫瘍
の治療 良性腫瘍の手術（特に子
宮・卵巣の温存手術と腹腔鏡下手
術）
日本産科婦人科学会専門医

４．性感染症
性行為によって男女間の感染を起こす病気を性
感染症と呼びます。かつての性病の時代とは様
相が異なり、クラミジア，ヘルペス，コンジ
ローマといったカタカナ病が若い世代を中心に
一般社会の中で広がっています。
性感染症の代表格はクラミジアです。男女とも
無症状の場合が多いため、感染していても気付
かずに次の相手に移していきます。症状が出る
場合は、男性では尿道炎症状で比較的軽微なこ
とが多いですが、女性では卵管や肝臓の表面に
炎症が生じると強い下腹部痛や右上腹部痛を起
こします。後遺症として不妊症や子宮外妊娠に
なることがあり、生殖機能が損なわれることも
女性の特徴です。

２．知っておきたい女性のからだの仕組み
女性としてのからだの仕組みの特徴は、妊娠・
出産・授乳のための機能で、一言でいえば生殖
機能です。
同じ生殖機能といっても男性では一定のペース
で数多くの精子を造るだけですが、女性の場合
は、卵子を排卵するだけでなく、精子を迎え入
れて受精の場を提供し、できた受精卵を胎児と
してお腹の中で育て上げ、時機が来たら産み出
すといった具合に、男性の何十倍もの複雑な営
みをしています。中心的な役割を演じるのは卵
巣，卵管，子宮，乳房で、いつでも妊娠できる
ように毎月排卵し、それと連動して女性ホルモ
ンを分泌し、妊娠しないときには月経を起こし
ています。これらの排卵・月経のリズムを整え
ている監督役が視床下部で、脳の中心近くにあ
りますが、視床下部からの司令が乱れると生理
が不順になったり止まったりします。

５．月経とのつきあい
性成熟期になると毎月規則的に排卵と月経を繰
り返すようになります。女性の生殖機能上とて
も好ましい状態ですが、人によっては月経困難
症、月経前症候群という煩わしい現象と向かい
合うことになります。
月経困難症は、月経期間中に下腹部痛，腰痛，
嘔気，嘔吐がひどくて寝込んでしまう状態を指
します。子宮に病変がない機能性月経困難症は
20歳代前半に多く、月経期間中の初日から２日
目にかけて急激に強い症状が現れるため、救急
車で病院に運ばれることも珍しくありません。
月経前症候群は、月経前の１週間、下腹部痛，
腰痛，乳房痛，むくみ，頭痛，いらいらなど多
彩な症状が出て日常生活に支障をきたす状態で
す。

３．思春期での悩み
女性は10歳頃になると、卵巣の女性ホルモン分
泌が始まり初潮を迎えます。思春期の月経は不
規則なのが特徴で、一ヶ月の間に２回あったり
数ヶ月間なかったりと様々ですから、予期せず
に体育の授業や大切な試験にぶつかることがあ
ります。また出血量が多い日が２週間も続くこ
ともあり、貧血の原因になります。
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６．ホルモン調節の乱れと月経の変調
性周期を監督する視床下部からの指令が乱れ
ると、排卵がなくなるとともに女性ホルモン
の分泌が不十分となり、機能性出血と呼ばれ
る異常出血が起こります。少量の出血が２週
間以上続いたり、通常の月経よりも多めの出
血が何日か続いたり、中には水道のように血
液が出てトイレで気を失ってしまうこともあ
ります。
精神的ストレスや環境の変化，過度の減量な
どで視床下部の機能が障害されると、月経の
間隔が長くなり３ヶ月以上無月経が続くよう
になります。大脳の近くに位置する視床下部
は感情の変化や精神的ストレスの影響を受け
やすいため、その結果卵巣へのホルモン的な
指令が止まって無月経となるのです。

がある事例は数多くあります。
男性が受ける基本的な検査は精液検査で、た
いてい産婦人科で行われます。問題のあるか
たは専門的な診察や検査が必要になります
が、当院では産婦人科の男性不妊外来が担当
しています。
９．よくある病気；卵巣のう腫と子宮筋腫
この二つの病気は、男性でも聞いたことがあ
る人が多いのではないでしょうか。どちらも
女性の代表的な良性腫瘍です。
卵巣のう腫は卵巣に袋状の腫瘍ができる病気
で、腫瘍の内部には水様性，液状の脂肪，古
い血液状の液体などが溜まっています。様々
な大きさで発見されますが、直径10㎝くらい
までは無症状のことが多く、偶然に発見され
るか、茎捻転という突然の痛みが基で診断さ
れます。
子宮筋腫は子宮の壁に筋肉質のこぶができる
病気です。子宮壁内のどこに発生するかで無
症状の場合から月経困難症や過多月経になる
人まで様々です。

７．妊娠・出産・授乳
妊娠中の女性は自らと異なる生命を宿してい
ますが、これは免疫の力を弱めているために
可能となっています。更に胎児を子宮の中で
育てるために、妊娠中は消化吸収や呼吸，循
環などからだの様々な臓器が普段よりも活発
に働いています。これらの変化は、胎盤で作
られるホルモンが母体に作用して引き起こさ
れているわけですが、胎盤は胎児と同じ受精
卵から別れてできたものなので、「胎児は自
分が子宮の中で育つために胎盤のホルモンを
用いて母体のからだの仕組みを変えている」
と言い換えてよいでしょう。このように妊娠
は母体にとって大きな負担を強いられる営み
ですが、女性には潜在的にこの負担を凌ぐだ
けの予備能力が備わっているのです。

１０．子宮内膜症
子宮の内面を被い、月経のときには剥がれて
血液となって出てくる組織を子宮内膜と呼び
ます。この子宮内膜組織が子宮の壁内や卵巣
内部，子宮や卵巣の外面に発生して増殖した
ものが子宮内膜症です。症状は月経困難症，
性交痛，排便痛，不妊症などです。時代とと
もに増加しており、晩婚化や初産年齢の上昇
が関係していると考えられています。
１１．中高年期の悩み
50歳に近づくと卵巣からの女性ホルモン分泌
が低下し、更年期に入ります。個人差はあり
ますが、ほてりや発汗，動悸，不眠，憂鬱感
などの全身的な症状や、膣の乾燥感，性交
痛，尿失禁などの泌尿生殖器症状が現れ、骨
密度の減少が始まります。職場での責任の増
加，夫の定年退職や子供の就職・結婚，老親
の介護などが重なるため、心身ともにコン
ディション作りが難しい時期ですが、からだ
の変化に対する夫の理解を得られることが大
切です。

８．不妊症
子どもが欲しくても２年間妊娠しない場合を
不妊症と呼びます。妊娠は、男女のからだの
中で別々に作られた卵子と精子が卵管で出
逢って受精卵ができ、その受精卵が胚へと成
長しながら子宮に着床して成立します。この
仕組みのどこか一つが欠けても妊娠できませ
んので、不妊の原因は女性だけではありませ
ん。精子の数や受精能力に問題がある場合
や、夫婦間の免疫的な組合せが妊娠を妨げる
場合など、男性が直接に治療にかかわる必要
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連携医療機関のご紹介

〜田園都市クリニック〜
ご挨拶
医大卒業以来虎の門病院一筋で勤務して参りましたが、こ
の度、平成16年5月10日に鷺沼小学校前に新規開院させてい
ただくことになりました。大病院ではできないきめ細かな医
療を実施して地域の皆様のホームドクターとして親しみやす
く、気軽に来院していただけるアットホームな医療施設とな
るべく努力いたしております。そのためクリニック内外装と
もカジュアルな雰囲気にしました。
私（院長）が考える理想のホームドクターとは日常生活か
らもしもの時に備えてまで幅広く皆様の立場にたってサポー
トできる医師であり、難解な医学知識・高度医療をわかりや
すく通訳し皆様の利益を守る、いわば法律の世界でいうとこ
ろの依頼人と弁護士の関係をイメージしております。院長専
門の内科領域は勿論のこと他の専門領域におきましても適切
にアドバイスを行い必要な場合は速やかに他の専門医、高度
医療機関を紹介できるシステムを整えております。是非、お
気軽にご相談ください。
1.先生のモットーを教えてください。
患者さんの目線に合わせて診療すること。
2.先生の専門分野を教えてください。
内科一般、特に糖尿病、高血圧、腎臓病。資格は日本内科学
会認定内科専門医、日本糖尿病学会認定専門医など。
3.先生のご趣味を教えてください。
音楽鑑賞、オーディオ、旅行、釣り、ドライブなど多数。
＜たくさん趣味があるのですが時間がなくてどれも中途半端
になっています(笑)＞
4.ご苦労も多いと思いますが、今までで一番苦労されたお話
を教えてください。
診療以外に、役所への届けや折衝、関係業者の方との打ち合
わせなどを独りでこなさなければならなかったこと。
5.患者様に一言御願いいたします。
当院ではかぜ、生活習慣病から在宅医療（往診）までカバー
できるよう努力しております。お気軽にご相談ください。
（交通案内）

田園都市クリニック
〒216-0004
神奈川県川崎市宮前区鷺沼1-22-7
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TEL 044-888-9899
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ
http://www.denentoshi-clinic.com/

院長
横田 雅史

平成5年3月 国立香川医科大学医学部卒業
平成5年4月 虎の門病院内科医師
平成16年3月 虎の門病院内科退職
平成16年5月 クリニック開院
現在 虎の門病院内科嘱託医併任
（木曜日午前外来）
午前

午後

月曜

診察

診察

火曜

診察

診察

水曜
診察
下記
【車】
①国道246号より鷺沼2丁目
木曜
休診
休診
を曲がり鷺沼駅方面へ
②都内・厚木方面より東名
金曜
診察
診察
川崎インターを出て土橋
土曜
診察
休診
の交差点を鷺沼駅方面へ
③尻手黒川道路より土橋の
交差点または犬蔵の交差 ※診療時間は午前9：00〜12：30、午後
15：30〜19：30です。
点を鷺沼駅方面へ
※水曜日午後は18時までです。
※休診日は、木曜、土曜午後、日曜、祝祭
【電車】
日です。
東急田園都市線鷺沼駅より
※診療表に変更が出る可能性がございま
徒歩5分
す。来院される際は診療の有無をクリ
ニックに確認してください。
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医療連携部よりお知らせ
医療連携部長

平成１７年１０月１日付けで、従来の診療
情報サービス室と医療社会相談室は、医療連
携部として新たにスタート致しました。虎の
門病院の持つソフト、ハード両面の医療資源
を広く社会に提供することを目指します。病
院機能を効率よく運用するために、患者様を
ご紹介頂くばかりでなく、急性期医療を終了
された患者様を連携医療機関に円滑にお受け
頂くことも重要と考えています。また、高性能
の診断機器を有効にご利用頂くこと、講演会、
カンファランスを通じて連携医療機関の皆様
と交流をはかりたいと考えています。

☆診療情報サービス室☆
本年4月、長い
間工事中でした
本館1階薬剤部跡
に医療社会相談
室、医療安全対策
室と共に移転し
てきました。当室
は前方医療連携
を担当し、他医療機関よりの紹介患者様の受
付及び内視鏡・超音波・MRI・CT・シンチ等紹
介検査の受付・報告の事務処理、セカンドオピ
ニオン受付窓口として、案内から実施までの
調整を行っています。また、港区医師会・連携
医療機関・虎の門医師ネットワーク会員の皆
様の連携窓口として、定期的に当院の診療案
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立花

新太郎

内・各科診療表等の情報をお送りし紹介の一
助にしていただいています。紹介患者様には
落ちついた雰囲気の中、スタッフ4名でご説
明・ご案内をしています。また、新たにスタッ
フに看護師を迎え、患者相談窓口の充実、院
内連携の強化に努めています。

☆医療社会相談室☆
医療社会相談
室は、S.41年分
院に医療社会事
業室として設置
され、以来、心
理・社会部、医事
＜面接室＞
課（診 療 情 報
サービス室)と所属が変わりましたが、この
たび医療連携部内にリニューアルオープン
しました。
MSWの業務は、療養上の心理・社会的問題の解
決のための援助という基本に変わりはあり
ませんが、組織内の位置づけの変遷が意味す
るように、昨今の医療を取り巻く環境の変化
に伴い、病診(病)連携、在宅療養支援といっ
た役割に期待が寄せられています。この点に
ついては、連携部内に看護師を迎えることが
でき、双方の協力のもとに、より良い療養支
援体制をつくることも課題となっています。
相談室の場所が本館の8階から1階への移
転により立地条件がよくなり、面接室が独立
し、プライバシーが保護される環境で面接が
できるようになりました。また、退院前に地
域の関係機関のスタッフと合同カンファレ
ンスを行う場所もできました。
医療情勢の変化により求められる組織内の
役割にもこたえつつ、MSWの専門性に基づく
対象者個人の自主性、主体性を尊重した個別
的な援助を行っていきます。今後とも、よろ
しくお願い致します。

梶ヶ谷キャンパスからの便り
−６月は水無月−
副院長 中西 成元

６月は水無月という。旧暦の六月は
夏の盛りであり、水も枯れるという意
味で「水無月」だと言われる。他にも
田んぼに水を引くことから水の月とい
う意味で「水な月」という説や、農作
業をやり尽くした「皆し尽き」からと
いう説など諸説ある。異名も蝉羽月、
松風月、葵月、風待月、等多くの呼び
名がある。
ところで、皆様の６月のイメージはど
のようなものでしょうか。新暦の６月
は梅雨の最中で、雨の日が多く、時に
大雨もある。その雨に映えるのは「ア
ジサイ」だ。分院の庭にもアジサイが
咲き始めた。アジサイはユキノシタ科
の潅木で、梅雨時に花が咲く。日本で
は、雨の中にアジサイが咲きカタツム
リが葉の上をはう情景がお定まりだ。
青い花の印象が強いが、最近ではピン
クや赤紫の派手なものも多く、店頭で
ハイドランジア（「水の容器」の意）
として売られていたり、少しアジサイ
のイメージも変化しているかもしれな
い。アジサイの花と言われているもの
は大部分がガクであり、花は小さく目
立たない。このガクも土壌の酸性度に
より色が変わる。原産地はアジアで、
北米でガクアジサイとして知られてい
るものが自生種だが、ヨーロッパに持
ち込まれ園芸種化された。それが現在
多く見られる「アジサイ（西洋アジサ
イ）」である。
名は「藍色が集まったもの」を意味す
る「あづさい（集真藍）」が訛ったも
のと言われる。寺の境内によく植えら

れており、各地にアジサイの名所とし
て知られた寺がある。古来、歌にも読
まれ多くの人から愛されてきた。

“夏もなほ 心はつきぬ あぢさゐの
よひらの露に 月もすみけり”
藤原俊成
ドイツ人医師のシーボルトは日本のア
ジサイに惹かれ、特に花の大きい一品
種に愛人の名前「お滝」をとって「オ
タクサ」と名付けている。アジサイの
花言葉には「強い愛情」と「移り気な
こころ」の両方がある。どちらにも頷
けるところがあるのが、この花の魅力
と言えるだろうか。
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すし屋の掟−その２
元精神科部長 栗原 雅直
ずし

関心とを意味している。われわれにとって、
肉類はギュウ・ブタ・トリ程度のボキャブラ
リーで表現するだけだが、お魚になるととた
んに詳しくなる。これは日本とフランスの食
文化の優劣はろんじられないことを意味す
る。
ちなみにコハダは、硬骨魚類ニシン目の
コノシロの一成長段階である。大きくなるに
つれてシンコ、コハダ、ナカズミ、コノシロ
と名前を変える。私は、タコ親爺の豆絞りの
鉢巻きとネタの木札とを交互に見比べなが
ら、その理由は何故かと考えてみた。
シンコは幼女のような肌触りで、痛々し
くて頼りない。だからこの段階では、箸を使
わず指でつまんで肌の触感を楽しむ。スシの
味は、味覚・臭覚・視覚のハーモニーによる
ものだが、実は触覚も味の一要素として参加
している。
ふと気付いたことは、シャリの上に、シン
コはたいてい二尾（ときに三尾）のっている
ということだった。コハダの段階になれば、
のせられるのは一尾である。そしてナカズミ
は半尾（寿司屋は、どうもナカズミもコハダ
と呼んでいるようだ）。だからネタの魚のや
わらかさ（頼りなさ）や色合いの違いの他、
実はそれよりイッカンのスシに何尾乗るか
が、この出世魚の呼び方の変化の原因ではな
いだろうか。つまり寿司屋の使用勝手が、名
前が変わった真相のように思えてきた。ちな
みにコノシロ段階の成魚は、固すぎてスシネ
タにはならない。
恐らく肉食のフランス人だったら、シンコ
もコハダも区別しないだろう。ひょっとした
ら、みんなニシンと呼ぶのかしら、というの
がここでのオチである。

小笹鮓 の話を続ける。
河岸の休みの関係から、小笹も水曜日が定
休日である。ウィークディは五時から、土日
の開店は十二時になっている。一番乗りをし
ようと、開店直前にはいつも何人ものお客が
店前でたむろしている。最初の客になれれば
カウンターで親爺のまん前に座れ、鮮やかな
手元を眺められるが、一寸遅れると散歩でも
してらっしゃいと、店から追い出されたりす
るからだ。
それでもお寿司にありつければいい方で
ある。夕方の七時も回ると、もうロクなネタ
がないから帰されたりする。ひどいときは入
り口の「売り切れ仕り候」という張り紙を見
て、スゴスゴと引き返してくることもある。
親爺が陣取る入口側の壁には、大相撲の番
付け表が貼ってある。彼は相撲が大好きで、
とりわけ土佐ノ海が贔屓である。お店にはテ
レビを置かない。握りの仕事に集中すること
こそ、寿司屋の天職と思っているからだ。だ
が、親爺はときどき恥ずかしげにイヤホーン
で中継放送を聴いていたりする。土佐ノ海の
取組がどうなるか、どうしても知りたいから
である。意外にシャイな親爺の姿を見て、こ
ちらはほほ笑ましくなる。
反対側の壁には、本日のネタが掲示されて
いる。墨痕淋漓とタイ、ヒラメ、アナゴなど
と書かれた木札がかかっている。カウンター
に陣取ったお客は、コハダがあるのを横目で
見て、ああシンコは終わったのか、と季節を
感ずる。そんなことも寿司屋に来る楽しみな
のである。
コハダといえば、出世魚のブリと同じよう
に、成長につれて名前が変わる。フランスで
は、肉の種類にうるさくいろいろな名前で呼
ぶが、チョウチョとガは、同じ「パピヨン」
で区別しない。恐らく魚食民族である日本人
と比べ、サカナをそう細かく分類しないのだ
ろう。別の名前で呼ぶことは、ちがいが分か
ることであり、その土地での文化と生活上の
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虎の門病院からのご案内
初診時より効果的な診察ができますよう、可能でしたら他病院からの紹介状を
ご持参ください。紹介状をお持ちにならない場合は初診時特定療養費（本院
5,250円、分院3,150円）をお支払いいただきます。
本院診療受付時間（初診）
内 科

８：３０ − １０：３０

小児科

８：３０ − １１：００

皮膚科

分院診療受付時間（初診）
AM 8：30-10：30

PM 1：00-3：30

内科総合診療科

火（第３×）

火（第３）・水

８：３０ − １０：３０

一般内科

月・火・水・金

火・水・木・金

麻酔科

１３：００−１４：３０（水以外）

呼吸器科

×

金（第１・２・３・４）

外科

８：３０−１１：００

肝臓科

週による

週による

消化器科

×

水

神経内科

×

月・金

腎センター（内科）

月・火・水・木

月（第１×）・火

腎センター（外科）

火・金

×

精神科

×

月・火・水・木

循環器センター

×

水（第１・２・３）

外科

火・水・木

火・金

整形外科

○

×

脳外科

月曜〜金曜

８：３０−１１：００

月曜 １３：００−１４：３０

整形外科

８：３０ − １０：３０

形成外科

月・火・木・金 ８：３０−１０：３０

産婦人科

８：３０ − １１：００

泌尿器科

８：３０ − １０：３０

耳鼻咽喉科

８：３０ − １０：３０

眼 科

８：３０ − １０：３０

皮膚科

×

火（第２・４）

歯 科

８：３０ − １０：３０

小児科

×

月・水・金

泌尿器科

×

月

歯科

○

○

虎の門病院 本院
〒105-8470 東京都港区虎ノ門２−２−２
TEL 03-3588-1111 （代）
地下鉄銀座線虎ノ門駅3番出口 徒歩5分
車でご来院の方：有料駐車場があります
（30分：300円 患者さん割引あり）

虎の門病院 分院
〒213-8587 川崎市高津区梶ヶ谷１−３−１
TEL 044-877-5111 （代）
田園都市線梶が谷駅より徒歩15分
宮崎台駅よりバス5分

さいたま診療所
〒330-0081 さいたま市中央区新都心2番１
さいたま新都心合同庁舎2号館1階
TEL 048-601-1347
ＪＲさいたま新都心駅 徒歩５分
ＪＲ埼京線 北与野駅 徒歩８分
（診療科） 内科・精神科・歯科
平日AM 9:00〜11:30 PM 1:30〜4:00

予告なく変更することがありますので、診療前に電話等で
各科の診療の有無を確認の上、ご来院ください。

人間ドック・脳ドックに関するお問い合わせ
虎の門病院 健康管理センター
直通）03-3560-7777
平日8:30 から 16:00まで

当院でセカンドオピニオンの
提供を受けたい方へ
他の病院におかかりの患者さんで、ご自分の病状や治療
方針について現在おかかりの医師以外の意見をお求めの
方へ対し、当院各科専門医（部長・医長クラス）による
特別相談をお受けしております。
（料金） 60分：31,500円
延長される際には、30分毎：21,000円
医療連携部 （直通）03-3560-7823
×６１−００３０

