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何らかの病気や障害によって認知機能が低下し、生活に支障をきた
す「認知症」。若いうちに発症することもありますが、基本的には年
齢とともに発症リスクが上がるといわれています。高齢化が進展す

る中でより身近な問題になりつつある認知症ですが、認知機能の低
下をきたす原因は多数あり、その原因によっては症状を遅らせたり、
根本から改善できたりすることはあまり知られていません。

原因によっては完治も可能！
正しく知ることが治療の    第一歩  「認知症」

認知症を引き起こす疾患のうち、代表的なものは以下の4つです。
現時点ではいずれも根本的な治療はありませんが、アルツハイマー型認知
症は薬によって症状の進行を遅らせることができます。

特集
Feature

脳神経
内科

もの忘れ？ 
それとも認知症？

　年齢を重ねると、誰でも記憶力
が衰えてもの忘れが増えるもの。
有名人の名前や、財布や手帳をし
まった場所、朝食べたものなどを
「ど忘れした」経験がある人は多
いでしょう。こうした年齢による
もの忘れは誰にでも起こり得るも
ので、過度に心配する必要はあり

ません。テレビで歌っている歌手
の名前が思い出せないことがあっ
たとしても、ヒントを出しても
らって「ああそうだった！」と思
い出せるなら、よくあるもの忘れ
の範疇だといえるでしょう。しか
し、こうした症状のすべてを「年
のせい」で片づけてしまうのは危
険です。日常的なもの忘れの中に
は、認知症の初期症状が隠れてい
ることがあるからです。

自分の体験を忘れるように
なったら要注意

　もの忘れと認知症を早期に見分
けることは容易ではありません。
単純な記憶の障害が認知症の始ま
りであることもあれば、そのまま
進行せずに過ぎていってしまうこ
ともあります。しかし、一般的に
は典型的な認知症のもの忘れには
「自分が直近で体験したことを忘

れてしまう」という特徴がありま
す。例えば友人と待ち合わせをし
たのにその時間や場所を忘れてし
まうことはある程度理解できる範
疇ですが、友人と待ち合わせをし
たという事実自体を忘れてしまう
のは、自らの体験記憶の障害であ
り、認知症を疑わせる重要な症状
の一つです。このように直近で体
験したことそのものを忘れてしま

うと、周囲の人に何度も同じこと
を聞いて困惑させてしまいます。
また鍋を火にかけたまま出かけよ
うとしたり、掃除機のかけ方がわ
からなくなったりと、生活に支障
が出るようになれば、より認知症
を疑わなくてはなりません。まず
は、左のチェックリストを参考に、
自分や家族に当てはまる症状がな
いかを確かめてみましょう。

 「認知症」というと、アルツハイ
マー型認知症やレビー小体型認知

「認知症かな？」と思ったら、
検査で原因を
突き止めることが重要

症のイメージが強く、「薬で症状の 
進行を遅らせることはできても、根
治は見込めない」と思い込んで諦
めてしまいがちです。しかし、認知
機能の低下にはさまざまな原因が

あり、適切な治療をすれば機能回
復を望めるものも少なくありませ
ん。ご自身やご家族に認知症を疑
う症状が見られたら、必ず専門の
医療機関で検査を受けましょう。

アミロイドβとタウと呼ば
れるタンパク質が脳に蓄
積することによって神経
細胞が減少し、脳が全体
的に萎縮することで起こ
るアルツハイマー型認知
症。認知症の中で最も多
い、変性性認知症の一つ
です。新たに経験したこと
を記憶できない症状から
始まって緩やかに進行し、
次第に判断能力も低下し
ます。

前頭側頭型認知症は、人
格や理性に関わる前頭葉
と、言葉に関わる側頭葉
が萎縮して起こります。そ
のため、アルツハイマー型
認知症に見られるような
記憶障害よりも、社会性
や道徳観が失われること
による人格変化や行動異
常、会話の減少などが初
期から顕著に現れます。

αシヌクレインというタン
パク質からなるレビー小体
が脳に蓄積して起こるレ
ビー小体型認知症は、症
状の良いときと悪いときの
変動が大きいのが特徴。
本来ないものが見える「幻
視」、睡眠中に大声を出し
たり暴れたりする「レム睡
眠行動障害」、動作がのろ
くなったり筋肉がこわばる
といった「パーキンソン症
状」などの症状があります。

脳梗塞、脳出血、くも膜
下出血など、脳卒中が原
因の認知症です。脳血管
が詰まったり、破れたり
することによって血流が阻
害され、阻害された先の
神経細胞が死滅します。
血管障害の生じた場所に
よって症状は異なります
が、記憶障害をはじめ歩
行障害、抑うつといったさ
まざまな症状が早期から
現れることもあります。

脳神経内科Feature

認知症全体の5〜10％の割合で、治療が可能な認知症が存在します。その他

脳を包む膜の一つである硬膜の下
に血液がたまって血腫となり慢性
的に脳を圧迫し、認知機能の低下
や麻痺、意識の障害をきたします。
頭部外傷をきっかけに、数日から数
週間遅れて急に認知機能低下を生
じたり、もともとの認知症が急に悪
化した場合には注意が必要です。

慢性硬膜下血腫

新陳代謝を担う甲状
腺ホルモンの分泌が
低下すると、活動力
が低下して記憶障害
などが現れます。甲
状腺ホルモンの補充
で治療が期待できま
す。

甲状腺機能低下症

認知症に似た広範囲
な神経症状が起こり
ます。ビタミンB1欠
乏やB12欠乏が有名
ですが、不足したビ
タミンを補うことで、
認知機能の回復が見
込めます。

ビタミン欠乏症

脳脊髄液が脳室にたまり、
脳室が拡大します。認知機
能の低下のほかに小刻み
な歩行や失禁といった症
状が見られます。脳脊髄液
を抜くような手技で症状が
改善するため、脳外科手
術で治療が期待できます。

正常圧水頭症

認知症の種類「もしかして認知症かも？」と思ったら、
まずは神経内科専門医の診断を受け、

適切な治療につなげることが大切です。

チェックリストで確認

周りの人に「何度も同じこ
とを聞く」と指摘される

少し前の行動を忘れる

家族や親戚、友人の名前
がすぐに思い出せない

日にちや曜日がわからな
くなることがよくある

言おうとしている言葉が
なかなか出てこない

掃除や料理などの家事に
失敗が増えた

周りの人に「何度も同じこ
とを聞く」と指摘される

海馬

アルツハイマー型認知症 前頭側頭型認知症 レビー小体型認知症 血管性認知症

脳神経内科
部長
吉澤 利弘

前頭葉

後頭葉

側頭葉

頭頂葉

気になる症状を放置せず、
早期発見のきっかけに！



2021年4月、日本認知症学会
専門医制度における教育施設
に認定されました。未来の認
知症医療を担うドクターの教
育にも、より一層力を入れてい
きたいと思っています。
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ひかりワンチームSP
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脳神経内科部長

吉澤 利弘

1983年、筑波大学医学専門
学群卒業。筑波大学附属病
院、アメリカ合衆国ハーバー
ド大学医学部神経生物学教
室研究員、文部科学省研究
振興局学術調査官などを経
て、2006年より現職。認知
症医療では「治るもの」の鑑
別と「孤立させないこと」を
重視し、地域連携に積極的
に取り組む。

Yosizawa Tosihiro

脳神経内科Feature

独居や老老介護の家庭が増える中、自分では気づきにくく、家族も単なる老化と捉えてしまい
がちな認知症の問題は深刻化しています。「治るものを見逃さない」「孤立させない」ことを重視
して認知症医療をけん引する、NTT東日本 関東病院脳神経内科部長・吉澤利弘に聞きました。

患者と家族の孤立を地域で防ぐ
社会とつながる認知症医療

根本的な解決方法はないものの薬
剤で症状の進行を抑制できる認知
症なのか、原因となる疾患を治療
すれば認知機能の低下も改善可能
な「治る認知症」なのかを鑑別す
ること。「認知症は治らないから相
談しても仕方がない」と諦めてし
まう方が少なくありませんが、治
る認知症は全体の5～10％の割合
で存在しています。正常圧水頭症
や慢性硬膜下血腫といった病気に
よる認知機能の低下は外科的手術
で回復する可能性があるのです。

患者さんとそのご家族からよくお
話を伺った上で、専門的な診察、
脳のCTやMRI、脳血流シンチグ
ラフィ、DATスキャン、MIBGシンチ
グラフィといった画像診断も駆使
して原因を突き止め、次のステッ
プにつなげていくことが私たちの
重要な役割だといえるでしょう。

　認知症の大きな問題点は、患者
さんを支えるご家族が孤立しやす
いことにあります。独居や老老介
護のご家庭が増えている中、先が
見えない介護のつらさを打ち明け
にくかったり、外出先で他者に
迷惑をかけるのが怖かったりし
て、自分たちだけですべてを完結
しようとして精神的に追い込まれ
るケースが増えています。この状
況を踏まえ、地域包括支援セン
ターや訪問看護ステーションとも
連携しながら「社会との接点」を

失わない在宅療養を実現していく
ことが大切だと考えています。現
在はコロナ禍のため実施できてい
ませんが、複数の診療科で協力し
てつくり上げた早期認知症のため
の「関東病院しあわせプログラム」

もその一環です。回想法と運動療
法で認知症症状の緩和をめざすと
ともに、患者さんとご家族を「医
療・運動・こころ・生活」の各側面
から総合的にサポートしていきま
す。

早期から地域での
認知症ケアに注力

　当院が位置する品川区では、
2021年から認知症の住民健診が
試行される予定です。これは、自
覚しにくく、周囲も老化との区別
がつきにくい認知症の早期発見を
促し、適切な医療やケアにつなげ
るためのもの。その一翼を担う私
たちは、10年以上前から地域の
医師会、および認知症医療に関わ
る多職種と定期的に勉強会を開催
し、地域ぐるみで認知症患者とそ

の家族を支えるためのつながりを
構築してきました。地域の開業医
の先生方からご紹介を受けた患者
さんに対しては、確定診断と初期
治療を行い、数ヵ月にわたり薬の
副作用や効果を見極めた上で、逆
紹介というかたちでお戻しして住
み慣れた地域で暮らし続けられる
ようサポートしています。

　初期診断で重視しているのは、

患者と家族の孤立を防ぐ
取り組みも重要

認知症医療には、患者さんの気持ちに寄り
添うアナログ的感覚が重要である一方、医
師・看護師・ケアマネジャー・介護担当者
といった関連職種が患者さんの状態やケア
方針、医療・介護上の問題点、疑問点など
をスピーディーかつシームレスに共有する
システムの存在も欠かせません。当科で
は認知症の在宅医療・介護を支えるための
ICTツールの開発に参画。われわれのアド

バイスのもと、NTT東日本とNTTテクノク
ロス株式会社が開発協力を行い、多職種
連携ツール“ひかりワンチームSP”が2016
年にリリースされました。在宅療養の場で
は、ひかりワンチームSPを実装したタブ
レット型端末からクラウド上に患者さんの
状況や、医療・介護上の問題点を挙げて、
患者さんに関わる多職種がその情報・視点
を共有しつつ対応にあたることが可能で
す。“ひかりワンチームSP”は、当院をハブ
とした地域医療支援を行う上で有用なツー
ルです。現在は医療・介護上の判断が難し
い神経難病の患者さんの在宅療養にも広く
役立てています。

多職種の情報共有を容易に！
チーム力を引き出すICTツール

治る認知症を鑑別し、
適切に治療
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　血管が詰まる「脳梗塞」、血管
が破れる「脳出血」、表面の血管
にできた動脈瘤が破れてくも膜の
下に出血する「くも膜下出血」の
3つに大別される「脳卒中」。救
急搬送された患者さんの予後を分
けるのは、搬送後のスムーズな検
査と的確な診断です。脳卒中にお
いて、最も重要なのは初期対応で
あるといっても過言ではありませ

ん。急にろれつが回らなくなった、
手足にしびれがある、手足に力が
入らず動かない、人の名前や言葉
が出てこない、これまでにない激
しい頭痛がある、といったケース
では速やかに救急車を呼んでくだ
さい。当院では、24時間365日、
近隣の医療機関や救急隊からの救
急要請を当院の医師が直接受けつ
ける脳卒中ホットラインを運営。
受け入れから診断、緊急手術まで
速やかに移行できる体制を整えて

います。
　また、24時間いつでも同じレ
ベルの診断能力を維持できるよ
う、遠隔画像診断装置を導入。院
内のMRIやCTなどの装置と連携
させることにより、モバイルデバ
イスや自宅のパソコンからもリア
ルタイムで鮮明な検査画像を確認
できるので、特に困難な症例や判
断に迷う症例はすぐにベテラン医
師に共有して指示を仰ぐことがで
きるようになりました。

夜間も高い診断能力を維持
即座に適切な治療を選択可能

初期対応が鍵を握る急性期の脳卒中
24時間、ベテラン医師が治療適応を判断
発症者が年間約29万人を超え、命を取り留めても介護が必要になることが多い脳卒中。一方で、早
期に適切な処置ができれば、良好な機能回復と社会復帰につながることもわかってきました。NTT東
日本 関東病院では、脳卒中への初期対応を強化すべく、2005年に「脳卒中部門」を開設。万全の受
け入れ態勢を敷いています。脳神経外科顕微鏡手術の第一人者として同部門を率いる井上智弘脳神経
外科部長に、具体的な取り組みや強みを聞きました。

初期対応を強化「脳卒中部門」

Inoue Tomohiro

NTT東日本 関東病院 
脳神経外科 部長

井上 智弘
1997 年東京大学医学部卒業。
東京大学医学部附属病院の関
連病院である会津中央病院、
米国メイヨークリニック、富士
脳障害研究所附属病院などを
経て、2016 年当院着任。日本 
脳神経外科学会脳神経外科専
門医、日本脳卒中学会　脳卒
中専門医。

困難な外科的手術にも
付加価値の高い結果で応える

サインに気づいたら迷わず救急車
違和感は近くのかかりつけ医へ

　脳卒中は、検査によって適応が
あると判断された場合、発生から
4.5時間以内なら血栓を溶かす薬
物を投与する血栓溶解療法（t-PA
静注療法）、8時間以内ならカテー
テルで血栓を取り除く血栓回収療
法が第一に選択されますが、中に
は薬物療法や血管内治療ではなく
外科的手術を選択せざるを得ない
ケースもあります。脳内の太い動
脈にコレステロールがたまって
ゆっくりと詰まっていく動脈硬化
性の脳出血のほか、内頸動脈の終
末部が細くなって血流を阻害する
もやもや病、脳腫瘍、未破裂脳動
脈瘤などがそれにあたります。
　私の専門は、こうした症例に対

して、頭を開いて処置をする開頭
手術です。開頭手術では、狭く
なったり詰まったりした血管に、
別の健康な血管をつないで新しい
血流の通り道を作るバイパス手術
を行います。わずか１㎜ほどの毛
管をつなぎ合わせるため、非常に
繊細で高度な手技が求められる手
術であり、成功には脳神経外科専
門医の経験と鍛錬が欠かせないの
で、日々研鑽を積むことで、一人
ひとりに適した医療を提供してい
ます。近隣のクリニックからのご
紹介も年々増加しており、今年度
のバイパス手術の件数は昨年の総
件数から倍加する見込みです。

　当院周辺には、非常に性能の
良いMRIを用いて確実性の高い
診断を行う開業医の先生が多く、
ちょっとした症状から大きな病変
の可能性を見つけて紹介に結びつ
けてくださることが少なくありま
せん。私たちも、急性期の治療を
終えた患者さんや、検査をして経
過観察と判断した患者さんはかか
りつけ医の先生方にお返しして、
急性期、回復期、在宅期と長期に
わたる療養生活において適切な医
療が受けられるよう、医療連携体
制の構築を進めてまいりました。

明らかな異常に気づいたら迷わず
救急車を呼んでいただくことが大
切ですが、救急車を呼ぶのがため
らわれるような「ちょっとした違
和感」「いつもと少し違う長引く
頭痛」といった症状については、
まずは近くのクリニックで相談し
てみてください。院内の脳神経外
科、脳神経内科、リハビリテーショ
ン科、放射線科など関係する各診
療科はもちろん、地域全体で包括
的に治療にあたることで、一人で
も多くの患者さんにより良い状態
で社会復帰をしていただきたいと
思っています。

医師に求められるのは「独自性より安定感」と井上先生。若手医師は井上先生の指導の
もと、顕微鏡下縫合を徹底的に練習して高い技術を習得している

急なしびれ、頭痛、脱力などは、
「もしかして頭かな？」と疑うべ
きサイン。緊急時はすぐに救急
車を呼びましょう。また、気に
なる症状が続いているときは、
ぜひ近くの脳神経外科を受診
してください。早期発見・早期
治療で、後遺症を最小限に食
い止めましょう。

診断レベルが保てるよう遠隔でもリアル
タイムで鮮明な検査画像を確認できる
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すい臓がんの早期発見・早期診断・早期治療に
他科連携、医療連携しながら取り組んでいます

NTT東日本 関東病院からのお知らせ

　すい臓がんは発見・治療が非常に難しいがんのため、治療
成績がすべてのがんの中で最も悪いことが知られており、日
本人の40人に1人がかかるといわれています※。すい臓が
んは早期発見・早期診断・早期治療がとても重要です。NTT
東日本 関東病院肝胆膵内科では、胆のう・膵臓疾患の内視鏡
診断や治療を積極的に行っており、中でもすい臓がんの治療
成績向上を最重要課題としています。
　そこで当院では新たに「五反田膵癌連携プロジェクト」を
立ち上げました。これは、地域のクリニックと連携して、す
い臓がんになるリスクが高い方を対象に定期的なフォロー
アップをし、またすい臓がんを疑う症状や検査結果が出た場
合に迅速に精密検査を行い、早期に診断、治療を開始しよう
というものです。
　治療は、肝胆膵内科・外科・腫瘍内科が連携してあたります。
当院の人間ドックにも精密検査であるMRI（MRCP）、腫瘍
マーカーが一式入っています。ぜひご活用ください。

当院では、重大な病気の早期発見・予防ができるよう、
短時間で色々な検査を、また患者さんそれぞれに合った
内容を選べるよう複数のコースをご用意しています。

現在、市民公開講座を
毎月オンライン開催しています！

　当院では皆さんの健康づくりを目的とし、医療に関わるさまざまなテーマで市
民公開講座を毎月開講しています。事前予約をしていただければ、無料でどな
たでも参加いただけます。当院の医師・看護師などが、テーマについてわかりや
すく解説いたします。現在はすべてZoomを使ったオンラインでの開催となりま
すので、遠方にお住まいの方もご参加いただけます。また、視聴後のアンケー
トを実施しております。皆さんのご意見・ご希望をお伺いし、今後の運用に役立
てたいと存じます。ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

日程 テーマ 演者
2021年10 月10 日（日）
               10 月15 日（金）

認知症
教えて先生　おなかの学校　6限目「食道がんについて」

脳神経内科  部長　吉澤 利弘
消化器内科　髙栁 駿也

               11月14 日（日）
               11月19 日（金）

脳卒中
教えて先生　おなかの学校　7限目「胃がんについて」

脳血管内科  部長　大久保 誠二
消化器内科　竹内 菜緒  

               12 月12 日（日）
               12 月17 日（金） 変形性股関節症／ロボティックアーム 整形外科　医長　大嶋 浩文

2022 年1 月16 日（日）
               1月21 日（金） 頭痛 脳神経内科 医長　松田 俊一

               2 月13 日（日）
               2 月18 日（金） AYA世代ががんになったら 遺伝看護専門看護師　御手洗 幸子

               3 月13 日（日）
               3 月18 日（金） 新型コロナウイルス感染症関連 感染症内科 部長　櫻井 隆之

※上記日程や内容は、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※2018年国立がん研究センターがん対策情報センターHPより

こちらから
お申込み
ください

https://www.nmct.ntt-east.
co.jp/aboutus/event/

お手元資料は、期間限定で
上記URLにて

公開しております

人間ドックすい臓がんの高リスクと考えられる項目

症状
  すい臓がん患者における
  症状の割合

原因のはっきりしない腹痛
（78-82%）／ 背 部 痛（48%）／

食欲不振・早期飽満感（62%）
／黄疸（56-80%）／体重減少

（66-84%）

糖尿病

1年未満：5.38倍／1～4年：1.95
倍／5～9年：1.49倍／10年以
上：1.47倍）
特に診断早期の方、急な増悪
傾向を認める方

血液検査異常

膵酵素異常：アミラーゼ、リ
パーゼ、エラスターゼ1
膵腫瘍マーカー異常（2cm以
下のすい臓がんにおける陽性 
率 ）：C A 1 9 - 9（ 5 3 . 2 % ）、
Dupan-2（37.2%）、Span-1

（50.7%） 、CEA

画像検査異常
（すい臓がん罹患リスク）

膵のう胞（3倍）、膵石灰化 （13.3
倍）、膵管拡張、膵腫瘍、胆
管拡張

患者背景
（すい臓がん罹患リスク）

すい臓がんの家族歴（4.5-32
倍）、 慢 性 膵 炎（13.3倍）、 肥
満（BMI30以 上 で1.71倍）、 飲
酒（1.22倍）、喫煙 （1.68倍）

 NTT東日本 関東病院 健康管理棟2 階・人間ドック受付 
●電話：03-3448-6275（受付時間：平日10：00 ～16：30） 

●URL：https://www.nmct.ntt-east.co.jp/
※検査によって、非常にまれですが採血によって神経を損傷するといった

一定の危険を伴う場合があります。また、当日、医師の判断により検
査の一部または全部をお受けいただけない場合があります。

お申し込み・お問い合わせ

●膵臓・胆のう・胆菅がんコース（1 日）
膵管から発生するがんの診断に有用なMRI（MRCP）、腫瘍マー
カーによるスクリーニングを含む
●マイクロアレイ検査コース（1 日）
胃・大腸がん、胆道がん、すい臓がんについて早期がんも含め
判定できる血液検査を含む
●２日コース②
上部内視鏡検査、胸部CT検査を標準検査として備えた全身的
なスクリーニング、膵管の画像を撮影するMRI（MRCP）検査を
含む

すい臓がんの精密検査として有効な
CT検査やPET検査を行うコースコース例

［ 五反田膵癌連携プロジェクト ］

すい臓がん発症
リスク患者さん
の拾い上げ

精密検査・経過
観察スケジュー
ルの提案

　対象は股関節と膝関節です。コンピューター制御された「機械の腕（アーム）」を医師が
操作をして動かすもので、人の手のようにぶれることがなく、計画した通りに手術器具を
移動することが可能になります。傷んでいる骨を削ったり、人工関節（インプラント）の
固定も正確な角度で設置したりすることができ、ナビゲーションシステムと併せて使用す
ることで治療計画通りの安全かつ正確な手術を可能にします。詳細は次号（冬号）でご紹
介いたします。

先端テクノロジーの “ロボティックアーム” を
用いた人工関節置換術をスタートしました
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    私
が答えます！

薬剤部／小山 真緒

お薬に関するいろんな疑問。
「なるほど！」と、知っててうれしい健康まめ知識を

薬剤部がお届けします！

　秋が旬の秋刀魚には、体内の免疫を調整し
たり、血液サラサラ効果のある「EPA」（エイ
コサペンタエン酸）が多く含まれています。
人の体内で作ることができないため、食材か
ら積極的に摂取したい栄養素です。生の食材
が手に入りにくい場合は、缶詰を汁ごと使用
するのも有効です。

　ご自宅で手軽に実践できることとして、薬の入った
袋やメモ帳などに、飲んだ日付と時間帯（例：6/ 1　朝）
を書き込み、チェックする方法があります。ペンを
近くに置いて、毎日続けることで習慣化しましょう。
　薬の種類が多く、飲み残しが心配な方はピルケー
スがおすすめです。ピルケースは一日ごとや飲む時
間帯毎に仕分けできるケースで、100円ショップ
などでも手に入ります。ケースに薬をセットしてお

くと、飲み忘れや飲み残しを一目で確認できます。
　また、一度に飲む薬を一つの袋にまとめてもらう、
“一包化”という方法もあります。活用したい方は、
薬局でご相談ください。一包化した薬をお薬カレン
ダーに入れて壁に付けると、さらに確認しやすくな
ります。解決方法は色々ありますので、かかりつけ
の薬剤師等に相談して、ご自身に合った方法を見つ
けてください。

なるほど！

おすすめヘルシーレシピ

薬を飲んだ後に、毎回記録をつける、ピルケースや
お薬カレンダーを活用することがおすすめです。

最近もの忘れが多くて、薬を飲んだか
分からなくなります。どうしたらいいですか？

旬の食材は、おいしいだけでなく
栄養価も豊富！ 今の時期に

お勧めのレシピをご紹介します。

栄養部管理栄養士
相川矢衣

監修

秋刀魚
今号の食材

協力・エームサービス　レシピ作成：廣吉未来子　調理担当：平松葉子 

【作り方】
❶（下準備） 秋刀魚は内臓を取り半分にカット、塩（分量外）
をふってなじませた後、臭みを取るためにペーパーで水気
を取り除く。  
❷生姜、人参を千切り、きのこは食べやすい大きさにカットする。  
❸フライパンにサラダ油（分量外）を熱し、秋刀魚に焼き目
を付ける。
❹米を研ぎ、ザルで水を切り炊飯器に入れ、だし汁と調味料
を軽く混ぜる。２と３の材料を加え、炊飯する。
❺炊き上がったら秋刀魚をほぐし、お好みで大葉、きざみ
青ねぎ、白ごまを混ぜてできあがり。

【材料】2 人分
米…… 1カップ 
だし汁……1カップ強
秋刀魚…… 1尾
きのこ（お好み）
　　　……1パック
人参……1/5本
生姜……1かけ
大葉……2枚
青ねぎ……5cm
白ごま……少々
　醤油……大2
　酒……大2
　塩……少々

秋刀魚で
血液

サラサラ！

NTT東日本 関東病院では、地域の開業医の先生方と緊密に結びつき、大切な患者さんの
紹介や逆紹介などの連携を行っています。スムーズな情報共有によって当院とともに
地域の医療を支える「医療連携協力医療機関」の皆さんをご紹介するコーナーです。

Doctor profile

脳神経外科・内科・皮膚科もり脳神経外科クリニック ☎ 03-3788-1777

立会川緑道
立会川緑道

三間通り三間通り

仲
通
り

仲
通
り

東急大井町
線

荏原町駅荏原町駅

もり脳神経外科 セブンイレブン
品川荏原町
駅前店

Clinic data

【 住 所 】
 

【 電 話 】
【 診 療 科 】 

〒142-0053
品川区中延5-2-2　
ザ・パークハウス品川荏原町2F
03-3788-1777
脳神経外科・内科・皮膚科森 達郎（もり たつろう）

日本大学医学部卒業
ハーバード大学医学部マサチュー
セッツ総合病院神経科
横須賀市立市民病院脳神経外科医長
日本大学医学部講師　
日本大学医学部附属板橋病院
脳神経外科科長
横浜中央病院脳神経外科部長
もり脳神経外科クリニック院長

1993年
1999年

2002年
2008年
2009年

2011年
2016年

東急
池上
線

戸越銀座駅戸越銀座駅

戸
越
駅

戸
越
駅

都
営
浅
草
線 戸越脳神経外科

クリニック

戸越銀座通り
戸越銀座通り

品川区立戸越台
中学校

Clinic data　当院は戸越銀座商店街の近くにある脳神経外科のクリ
ニックです。MRIやCTといった医療設備を整えており、当
日検査、当日結果説明をいたします。頭痛やもの忘れでお
悩みの患者さん、脳卒中の早期発見や予防など地域の皆さ
んの「脳」のホームドクターとして親切、丁寧な診療を心
がけております。来院される患者さんの健康の増進に少し
でも貢献できれば幸いです。

戸越脳神経外科クリニック ☎ 03-5751-7333

【 住 所 】

 
【 電 話 】
【 診 療 科 】 

〒142-0041　
品川区戸越1-7-1　
東急戸越ビル1F
03-5751-7333
脳神経外科・神経内科・内科・放射線科

月 火 水 木 金 土 日
09：00 ～ 12：00 ○ ○ ○ △ ○ △ ―
14：30 ～ 18：00 ○ ○ ○ ― ○ ― ―

診療時間

Doctor profile

田中 鉄兵（たなか てっぺい）
東海大学医学部卒業
聖路加国際病院　
中村記念病院内科医長
藤田保健衛生大学病院
戸越脳神経外科クリニック院長

1999年
1999年
2002年
2007年
2018年

脳神経外科・神経内科・内科・放射線科

秋刀魚ときのこの炊き込みご飯

　ワンストップでNTT東日本 関東病院に連結！　頭痛やめ
まい・しびれ。頭をぶつけてちょっと気になる。もの忘れ
が心配になってきたけど、どこにかかったらよいの？ など、
どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。当院では
MRIやエコーを完備していますのでNTT東日本 関東病院の
先生方に連結し、迅速に治療を進めていけるよう努めてい
ます。神経疾患の慢性期のフォローアップも連携させてい
ただいております。どうぞよろしくお願いいたします。

※△木曜、土曜は 9:00～14:00
※祝日は休診

【栄養価】
1人分あたり（ご飯の炊き上がりは１人分約 150g）
エネルギー 388kcal
たんぱく質 13.4g

食物繊維 2.6g
塩分相当量 1.8g

月 火 水 木 金 土 日
08：30 ～ 12：30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―
14：30 ～ 18：30 ○ ○ ○ ○ ○ ― ―

診療時間

※皮膚科は水曜、土曜のみ、祝日は休診
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