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令和2年1月1日発行

　新年明けましておめでとうございます。
　連携医療機関の皆様には、健やかに令和になって初めての
新年をお迎えのことと、心よりお慶び申し上げます。あわせ
て、昨年中当院に賜りましたご支援に対しまして、深くお礼
申し上げます。さらに、昨年は、当院職員の不祥事のため、
多くの皆様にご心配をかけ、大変申し訳ありませんでした。
深くお詫び申し上げます。
　昨年は、病院として取り組むべき大きな行事は少なく、病
院の進化に向けて、病院の変革にじっくり取り組める 1 年で
した。4 月には、伝統的にずっと 1 科であった胸部心臓血管
外科を、心臓血管外科と呼吸器外科の 2 科に分科するととも
に、それぞれの科の機能強化を行いました。特に心臓血管外
科については、スタッフを刷新して、9 月から新しい体制で
臨んでおります。また内科についても、11 月に臓器別に内
分泌代謝内科、消化器内科、神経内科、血液内科、腎臓内科、
そして呼吸器内科の 6 科を標榜科としました。内科を分科し
て疾患別の 6 標榜科としましたが、各科間の垣根はなく、従
来通り患者さんの病状に応じたシームレスな受け入れと診療
が行えるよう今後も努めてまいります。
　昨年 12 月 3 日、小池都知事の所信表明演説で、都立病院
と公社病院を一体化して、「安定的かつ柔軟な医療人材の確
保や、より機動的な運営を可能とする、地方独立行政法人
への移行に向けた準備を開始する」方針が示されました。そ
の中身については、今後検討されますが、当院の value を高
めることができるチャンスと考えております。地方独立行政

法人に移行する事によって、より迅速かつ柔軟に諸課題に対
応することが可能になり、ニーズに対応した医療スタッフ確
保や医療機器の整備が迅速・柔軟に行えます。また当院にお
ける 1 つの柱である救急医療においては、医師に加え、看護
師、薬剤師、臨床工学技士などの専門職種を機動的かつ安定
的に確保して、多職種が連携し、専門性を発揮することによ
り、重症患者さんの受け入れ機能や退院支援機能を強化でき
ます。このような都民メリットだけでなく、病院の運営，経
営にくわしい事務部門の人材を育成、確保しやすくなるので、
診療報酬改定等にも迅速に対応できるなど、経営面でも改善
が期待できます。
　昨年は台風 19 号による水害が、各地に傷跡を残し、東京
においても避難警報が発せられるなど、今後、当地域でも天
災の危害を被る可能性は高いことを、ますます痛感させられ
る年でした。今年は、地域災害拠点中核病院としての当院の
備えや地域との連携を予断無く推進し、都立病院の使命であ
る“高水準で専門性の高い総合診療基盤に支えられた「行政
的医療」を適正に都民に提供する”ことを堅持しながら、地
域の中核として皆様に信頼され愛される墨東病院を目指し、
職員一丸となって頑張ります。変わらぬ当院へのご支援を、
今後ともよろしくお願いいたします。
　新しい年が皆さまにとりまして、穏やかで良い年でありま
すよう祈念し、新年のご挨拶とさせていただきます。

墨東病院長　上田　哲郎（右から2人目）

副院長　藤木　和彦（右から1人目）

副院長　井出　隆文（右から3人目）

事務局長　筒井　健治（右から4人目）

看護部長　佐藤　浩子（前　列 　左）

医療連携室長　宮本　幸雄（前　列 　右）

昨年は
　　大変お世話になりました

謹 賀 新 年

東京都立墨東病院　院長　上田 哲郎



心臓血管外科心臓血管外科 心臓血管外科部長　由利康一

　2019 年 9 月より、墨東病院心臓血管外科部長に着任
いたしました由利康一と申します。私は、1995 年に山
梨医科大学（現山梨大学医学部）を卒業し、外科一般の
修練の後、成人心臓血管外科診療に携わり 20 数年、現
在に至っております。専門は成人心臓血管外科、特に心
臓大血管の低侵襲治療です。
　当科は昭和 47 年 4 月に開設された、都立病院として
は一番歴史のある心臓血管外科です。2018 年より板垣
翔医長が自治医科大学附属さいたま医療センター心臓血
管外科から派遣となり、メンバーの一員として診療を
行っておりましたが、前任の先生方の退職、異動に伴い
2019 年 9 月に由利康一、引き続き同年 10 月より中野光
規医員が同医局より赴任してまいりました。当科は前述
のように伝統ある診療科ではありますが、現在は、墨東
病院で最もフレッシュな常勤スタッフ 3 名の新体制で診
療に当たっております。少人数の診療科ではありますが、
心臓血管外科専門医機構の修練基幹施設、脈管学会脈管
専門医修練施設の認定をいただいており、少数精鋭の気
概で地域医療に邁進してまいります。どうぞよろしくお
願いいたします。

墨東病院心臓血管外科の方針
①急患は決して断らない、Non-Refusal Policy

　心臓大血管領域の急患は、急性大動脈症候群、急
性冠疾患など、一刻を争う病状の患者さんばかりで
す。そのため、当科スタッフは救命救急センター、
救急科、麻酔科・手術部との密な連携のもと、Non-
Refusal Policy を実践すべく迅速かつ質の高い医療の
提供を行っております。

②低侵襲手術の積極的な取り組み
　従来の心臓血管外科手術はその過大侵襲が大きな問
題となっておりました。しかしながら近年では大動脈
瘤に対するステントグラフト、小切開弁膜症手術

（MICS）、経カテーテル大動脈弁留置術（TAVI）など

大きな切開を必要としない低侵襲治療といわれる新し
い治療が開発され、その発展は目覚ましいものがあり
ます。当院におきましても、循環器科と合同でハート
チームを結成し、昨年より TAVI を開始いたしました。
現在に至るまで約 30 例の実施症例のうち、在院死亡
ゼロという好スタートを切っております。

　大動脈瘤治療ですが、従来は主要分枝の存在のためス
テントグラフトの適応とされなかった弓部大動脈瘤、あ
るいは胸腹部大動脈瘤に対して、由利の専門である開窓
型ステントグラフト、枝付きステントグラフトの導入を
近日中に予定しており、高齢者、手術リスクの高い患者
さんに対し、より幅の広がった治療を提供できるものと
考えております。
　開心術に関しましては、小切開手術を積極的に導入し、
小切開冠動脈バイパス術＋冠動脈 PTCA 等のハイブ
リッド手術を循環器科と合同で積極的に取り入れ、個々
の患者さんに最適な治療を提供していく予定です。
　一方で、これらの急性期診療を地域医療支援病院の診
療科として実践していくには、先生方のご支援、患者さん
の当院の役割に対するご理解が必要です。病状の安定し
た患者さんは、より積極的に逆紹介、あるいは患者支援
センターを通じて、適切な医療機関への紹介を推進して
まいります。

患者さんをご紹介いただくにあたり
　現在、心臓血管外科外来は、毎週火、金の午前中に開
設されております。また、毎週金曜日午後には循環器科
と合同で弁膜症外来（心臓弁膜症専門外来）、また 2020
年から大動脈瘤外来（大動脈疾患専門外来）を開設予定
です。手術患者さんのみならず、診断、フォロー方法に
迷われるケースなど遠慮なくご相談いただければと思い
ます。
　また、当科外来には野村、針谷の 2 名の MA（メディ
カルアシスタント）が在籍しており、外来の窓口として、
我々の至らない部分も含めいつも丁寧に患者さんに対応
してもらっています。外来での困りごと、予約のとり方
等、ご不明点があれば心臓血管外科 MA に連絡いただ
ければ幸いです。

ステントグラフトによる
弓部大動脈瘤治療

はじめに

左より　中野医員　針谷MA　由利部長　板垣医長　野村MA



循環器内科循環器内科 循環器内科部長　鈴木　紅

◦ 当院は救急医療を重点医療に掲げており、当科においても昼夜を問わず救急患者さんを受け

入れ、2 室ある心臓カテーテル検査室を駆使して、迅速かつ安全な医療を心がけています。

◦ 循環器領域における待機的な手術も数多く行っています。

◦  病床数：一般病床 36 床、CCU6 床

◦  スタッフ：常勤医師 9 名、シニアレジデント 8 名

◦  当院は日本循環器学会専門医研修施設、日本心血管インターベンション学会認定研修施設、

日本不整脈心電学会専門医研修施設に指定されています。

現況

今後の展望
◦  2018 年 9 月より、心臓血管外科と連携して経カテーテル的大動脈弁置換術（TAVI）を開始し

ました。また 2019 年 3 月よりショック状態の急性心筋梗塞や超重症心不全例に対して補助循

環用ポンプカテーテル（Impella）の使用を開始しました。

◦ 今後このような低侵襲治療がますます重要となってくると思われます。当院の重点医療である

救急医療を全うしつつ、高度専門医療機関として地域の中で選ばれることを目指していきます。

⃝2018年 1月～2018年12月のCCUの心疾患患者受け入れ数…709名
　（東京都CCUネットワーク加盟76施設中1位）

⃝2018年 4月～2019年 3月の治療手技数
経皮的冠動脈インターベンション（PCI） 481（うち緊急症例205）
経皮的末梢動脈インターベンション（PPI） 88
経皮的カテーテル心筋焼灼術（ABL） 298
デバイス植込・電池交換術 124
経カテーテル的大動脈弁置換術（TAVI） 17

計 1008

循環器内科の概要



●診療放射線科検査予約の用紙はホームページからダウンロードできます。 墨東病院ホームページ➡医療関係者の皆様へ➡医療連携のご案内➡検査予約のご案内

第 11 号登録番号

緊急の場合は必ずご一報下さい。

登録番号 第 43 号

オレンジバルーンプロジェクトオレンジバルーンプロジェクト
in 墨東in 墨東をを開催開催しましたしました

　「オレンジバルーンプロジェクト（＝緩和ケア普及啓発
活動）」をご存知でしょうか？緩和ケアについての正しい
知識を広く知っていただくことを目的とした活動です。
　墨東病院では、平成 27 年より 5 年にわたって、墨田区
と協力しながら、緩和ケアやがんと暮らしに関する普及啓
発活動に取り組み、院内でイベントを開催しています。
　今年度は 9 月 30 日〜 10 月 4 日に墨田区で行われた「が
ん対策アクション & ピンクリボン in すみだ 2019」へ参
加し、引き続く 10 月 5 日〜 10 月 11 日の一週間、院内
で「オレンジバルーンプロジェクト in 墨東」を開催いた
しました。
　期間中、外来ロビー等で「がんと暮らし」「緩和ケア」「が
んの予防」「治療と仕事の両立支援」等のパネル展示を行っ
たほか、医療情報室では、都立中央図書館と協力し出張図
書館を設置。多くの患者さんやご家族に関心を寄せていた
だきました。
　10 月 8 日には、院内イベントを行い、医師・看護師・
薬剤師・管理栄養士・ソーシャルワーカー、NPO 法人が
んと暮らしを考える会より社会保険労務士とファイナン
シャルプランナーをお呼びし、多職種による個別相談会を
実施いたしました。
　その他にも、体験型の企画として、看護師によるアロマ
マッサージや自分でできるスキンケア、アピアランスケア
として、ウィッグの試着やカバーメイク体験、補整下着の
実物展示を行い、お悩みを抱える患者さんに実際に体験し
ていただき、喜んでいただくことができました。
　ホープツリーには、あたたかい「大切な人へのメッセー
ジ」が多く寄せられました。
　また、患者さんとご家族向けの公開講座には、賛育会病

院の緩和ケア認定看護師さんとソーシャルワーカーさんを
お招きし、「緩和ケア病棟ってどんなところ？」というテー
マでお話しいただきました。
　同日の夜間には、イベントにあわせて専門職向けの緩和
ケア学習会を開催いたしました。NPO 法人がんと暮らし
を考える会より理事長の賢見卓也氏をお招きし、「がん患
者のお金と仕事〜医療者にも知っておいて欲しいこと〜」
というテーマで力強い講演をしていただきました。
　本イベントの開催にあたり、墨田区や関係機関の皆様に
加えて、地域の図書館等、皆様に幅広くご協力をいただい
たこと、深く感謝しております。
　当院では、地域のがん医療の中心的役割を担う地域がん
診療連携拠点病院として、患者さんへ最適ながん治療を提
供するほか、院内外の患者さん・ご家族からのがんに関す
るご相談への対応や情報発信を行っています。院内に設置
されているがん相談支援センターでは、がんの治療にとも
なって生じるさまざまなお悩みについてのご相談をお受け
しています。療養生活やお金の心配、介護、治療と仕事の
両立のことなど、共に考える場所として活用いただいてい
ます。
　また、医療情報室では、がんやがんと暮らし、緩和ケア
に関する情報発信に取り組んでおります。がんに関する書
籍やパンフレット等を常設しているほか、随時院内外の機
関によるイベントを開催し、アピアランスケア等の情報を
お届けしております。 
　今後も、墨東病院では、患者さんとご家族への治療や支
援に力を入れつつ、緩和ケアやがんと暮らしについてさら
に多くの皆様に知っていただくために、普及啓発活動にも
積極的に取組んでまいります。

がん相談支援センター　医療ソーシャルワーカー　串宮　翔子


