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平成 31年1月1日発行

2019年 謹賀新年

墨東病院長　上田　哲郎（前列中央）

副院長　藤木　和彦（前列左）

副院長　井手　隆文（前列右）

事務局長　井村　　琢（後列右）

看護部長　佐藤　浩子（後列中央）

医療連携室長　宮本　幸雄（後列左）

旧年中は大変
　　お世話になりました

　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、健やかに平成最後の新年をお
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。
　昨年は、1月に病院機能評価、9月には外国人患者受入れ
医療機関認証制度（JMIP）受審に病院職員一丸となって取
り組み、無事各認証を受けることができました。病院機能
評価の再認証を受けたことで、病院機能のレベル維持向上
を図れたとともに、今回 JMIPの認証を新たに受けたことが、
今後さらに増加する外国人患者に対応するための当院の機
能強化になったと考えております。
　昨年は胸を開かず人工弁を心臓に装着する治療法である
“経カテーテル的大動脈弁植え込み術（TAVI）”を開始し、
また内視鏡センターを新たに開設するなどの機能的に強化
を図りました。また胸部心臓血管外科を心臓血管外科、呼
吸器外科に分科するとともに、人的にも補強することで、両
科の機能強化も行いました。おかげさまで、先生方からご
紹介いただく外来患者数は昨年も着実に増加しております
が、今後もご紹介患者をさらに多く、かつ迅速にお受けで
きるよう、当院のValue 向上に取り組んでまいります。
　昨年 8月に当院は地域医療支援病院の認定を受けました。
現在、東京の各二次医療圏の地域医療構想調整会議や在宅

ワーキングが開催され，地域医療構想策定，地域包括ケア
システム構築に向けた議論が盛んに行われています。また
昨年東京都病院経営本部が策定した「都立病院新改革実行
プラン2018」のなかで、都立病院の今後果たすべき役割に
「地域医療の充実への貢献」が新たに加わりました。このよ
うな状況の最中、当院が地域医療支援病院の認定を受けた
ことは、当院が今後担うべき大きな役割を象徴する時宜を
得た認定であると自負しております。大きく変化している我
が国の医療の流れですが、それに翻弄されることなく、都立
病院として連携医療機関の皆さまと当院の「双方向の連携」
をさらに推進し、地域医療にさらに貢献する所存です。
　先月発表された2018年の世相を表す漢字は「災」でした。
昨年は地震、豪雨、台風などさまざまな天災が、各地に傷
跡を残しましたが、当地域でも天災の危害を今後被る可能
性は高く、当院は地域災害拠点中核病院としての備えと連
携を予断なく今年もさらに進めます。そして、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、穏やかで佳い年でありま
すよう祈念し、新年のご挨拶とさせていただきます。

東京都立墨東病院　院長　上田 哲郎



耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科
耳鼻咽喉科医長　横西久幸

概  要
　当科は東京大学耳鼻咽喉科より医師が派遣されて
おり、現在は 3 名（常勤医）のスタッフで診療にあ
たっております。主に急性期疾患の入院治療や良性
疾患の手術治療を中心に診療を行なっています。
　本年度の外来診療体制を下記に示します。

　救急・緊急例以外は紹介予約制を原則として、予
約診療を最優先にしております。2018 年 4 月から
外来体制を変更させていただき、紹介状をお持ちの
方につきましては月水金の 11 時までに受付されて
いれば予約がなくても診察することにいたしました

（ただし、予約診療終了後の診察となりますのでお
待たせすることになります）。上記時間帯以外の救
急・緊急例に関しては、連携医または院内他科医師
から直接電話でご連絡をいただいた紹介状のある方
を診療しております。紹介状のない方の診療につい
ては当該の予約診療枠をご予約いただくか、まずは
近隣の連携医療施設を受診するよう誘導させていた
だいております。
　地域における当科の役割として最優先すべきこと
は、近隣の医療施設と適切な連携体制をとり、当院、
当科の設備・機能（診療、検査、手術、入院）の利
用を目的として紹介された方に、そのシステムを最大
限に利用・活用していただき、治療効率をあげること
であると考えております。また適切な医療情報を提
供していくことも重要な役割の一つと考えています。
手術や検査を目的に紹介された方には、病状が安定
した段階で、また検査結果が判明し地域医療機関で
の保存的治療が望ましいと判断できた段階で、でき
る限り紹介元での通院加療をお願いしております。

診療内容
　突発性難聴、顔面神経麻痺、めまい症、声帯ポリー
プ、喉頭蓋嚢胞、扁桃炎、扁桃周囲膿瘍、副鼻腔炎、
中耳炎、耳下腺腫瘍、顎下腺唾石症、甲状腺腫瘍な
どの耳鼻咽喉・頭頸部の一般的疾患を数多くご紹介
いただき、入院治療や手術治療を行なっております。

　地域医療機関との連携をより強化し地域の入院・
手術例をできる限り多く受け入れるよう努力してお
ります。また悪性腫瘍症例については、より専門的
医療、集学的医療を受けていただけるようしかるべ
き医療機関に紹介しています。
　すべての疾患に対しエビデンスに基づいた診療を
心がけるとともに、病態を理解していただく上で、
よりわかりやすい情報を提供するよう取り組んでい
ます。臨床所見のデジタルファイリングにより所見
の比較が容易になり、治療経過の提示や病態の理解
に一役買っています。
　手術治療においては、副鼻腔や鼻中隔に対する鼻
科手術のほぼ全例に内視鏡（0°直視鏡、70°斜視鏡）
とマイクロデブリッダーを用いています。
　また内視鏡手術の「明視下」という特性を活かし、
アデノイド切除術にも内視鏡（70°斜視鏡）とマイ
クロデブリッダーを導入し、成果をあげています。

研究・教育活動
　当科は日本耳鼻咽喉科学会専門医研修施設として
認可されています。
　当科のスタッフは、日本耳鼻咽喉科学会をはじめ、
日本耳科学会、日本気管食道科学会、日本喉頭科学
会、音声言語医学会、耳鼻咽喉科臨床学会、などの
学会員であるとともに、臨床研究の成果を各学会で
発表しています。
　また東京大学の研究会などに参加しています。

今後の展望
　広域基幹病院の耳鼻咽喉科の役割として、できる
限り丁寧な説明や十分な医療情報の提供を行なって
いきたいと考えています。
　機能の改善・回復を目標とする手術治療において
は、より低侵襲な手術を志向するとともに合併症や
副損傷の生じない術式の検討や技術の向上に努めて
いきます。
　データ管理や検査機器のデジタル化が急速に進む診
療環境の中で、旧来の未対応機器から対応機器への
更新が急がれている。安全性、信頼性を担保する目的
からも老朽化した機器の更新はぜひとも必要な案件で
あると理解し、順次更新できるよう努力していきます。
　近隣の施設との緊密な医療連携を進める上で、最
も重要なことは患者さんや周辺住民の方々に医療連
携の意義や仕組みを理解していただくことであろう
と考えます。さらに情報を共有し理解を深めていけ
るよう努力してまいります。

午前 午後

（月） 予約診療（初診・再診） 予約診療（再診）

（火） 休診（手術診療） ー

（水） 予約診療（初診・再診） 予約診療（再診）

（木） 休診（手術診療） ー

（金） 予約診療（初診・再診） 予約診療（再診）

（土） 医師１名、交代制、緊急対応のみ



　当院では、15 分野 27 名の認定看護師が活動しています。認定看護師は自施設の活動だけではなく、区東部保健医
療圏における病院や訪問看護ステーションならびに老人保健施設においても、リソースナースとして活用いただきた
いと考えています。つきましては、下記一覧表にあります「多職種でのチームラウンド（褥瘡ラウンド・ICT ラウンド・
NST ラウンド・呼吸器ケアラウンド他）」「ストーマ外来」「糖尿病透析予防外来」「フットケア外来」「重症系ユニット・
病棟」などの見学・研修をお受けしております。
　是非、ご参加ください。

分野名 研修・見学等　具体的内容
（病棟での看護体験等含む） 開催日時

感染管理 ICT ラウンド 毎週木曜日
救急看護
集中ケア

救命センター・ER・ICU 等の看護体験、見学　
人工呼吸ケアチームラウンドの見学

希望日をご相談ください
呼吸ケアラウンド：第 2･4 火曜日　午後

皮膚・排泄ケア 褥瘡ラウンドの見学
ストーマ外来の見学

褥瘡ラウンド第 1 月曜日
ストーマ外来第 2 ～ 5 月曜日

がん性疼痛看護 がん看護外来の見学 がん看護外来：毎週金曜日

緩和ケア 緩和ケアラウンドの見学 毎週火曜日
がん化学療法

看護
化学療法室の見学
がん看護外来の見学

化学療法室：月～金曜日
がん看護外来：毎週金曜日

がん放射線療法
看護 放射線治療室における看護体験、見学 希望日をご相談ください

新生児
集中ケア

NICU・GCU での急性期の看護
在宅医療を必要とする新生児の看護の見学や家族
への指導方法の紹介

希望日をご相談ください

糖尿病看護 糖尿病透析予防外来の見学
フットケア外来の見学

糖尿病透析予防外来：毎週木曜日午後
フットケア外来：毎週月曜日午前

精神科 リエゾンラウンドの見学
救命センターにおける患者対応の見学

リエゾンラウンド：毎週月曜日 14 時から
救命センター見学はご相談ください

手術看護 手術室における周術期看護体験、見学
術前訪問、術後訪問の見学 希望日を相談ください

慢性心不全看護 慢性心不全患者の集団指導 希望日を相談ください
摂食・嚥下障害

看護
NST ラウンドの見学
SCU における摂食機能療法の見学

第１火曜日
SCU 摂食療法の見学はご相談ください

透析看護 透析室における看護体験、見学
腹膜透析外来の見学 希望日を相談ください

講演会等のご案内

平成30年度　区東部医療圏地域医療講演会
１月～３月

❖ ❖
（幹事医師会：江東区医師会）

開　催　日 場　　所 演　　題 演　　者 主催医師会

1 月 9 日（水）
19：30～ 21：00

墨東病院
病棟 14階
A講堂

オリンピック・パラリンピックに
向けた感染症対策について

墨東病院感染症科　医長
岩渕 千太郎 墨田区医師会

2 月 13 日（水）
19：30～ 20：30

墨東病院
病棟 14階
A講堂

ドーピングコントロールを受ける
スポーツ選手に対する処方の注意

墨東病院循環器科　部長
鈴木　 紅 江東区医師会

3 月 13 日（水）
19：30～ 21：00

墨東病院
病棟 14階
A講堂

皮膚科でなくても知っておきたい
皮膚疾患

東京臨海病院皮膚科　部長
阿部 澄乃 江戸川区医師会

（平成 30 年 11 月 1 日現在）

認定看護師の活動について　～研修・見学できること～

【研修・見学に関する問い合わせ先】　
　看護部看護担当科長　斉藤良子
　T  E  L：03-3633-6151（PHS:5502 内線 :2702）
　E-mail：bo_ns_tkacho4.tmhp.jp

お待ちしています！



●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 49 号登録番号

緊急の場合は必ずご一報下さい。

古紙配合率80%
再生紙を使用しています

墨東病院　看護部　看護担当科長　亀田律子

～緩和ケア週間イベントを開催しました。～

　墨東病院は、区東部医療圏唯一の公的病院として、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
点病院です。地域と連携して行うイベントとの中で、「緩
和ケア」の普及や啓発を目的とした関連企画「オレン
ジバルーンプロジェクト in 墨東」があります。
　今年は、10 月 1 日から墨田区が主体となって「がん
対策アクション＆ピンクリボン in すみだ 2018」から
始まり、10 月 6 日から緩和ケア週間「オレンジバルー
ンプロジェクト in 墨東」に繋がり 10 月 12 日に終了し
ました。10 月 10 日は院内イベントとして、「緩和ケア」

「がんと暮らし」「アピアランスのケア」等がんに関す
るパネルを展示しました。また、体験型イベントとし
て、医師、認定看護師、薬剤師、管理栄養士、ソーシャ
ルワーカー、社会保険労務士による個別相談会、マッ
サージ・スキンケア・カバーメイク・ウイッグ試着・
補正下着等の体験コーナー等多くの方に参加していた
だきました。
　新たな取り組みとして、１階フロアにて電子ピアノ
の生演奏を行いました。医師・看護師 3 名によるリレー
形式で演奏行いましたが入院患者さんの飛び入り演奏

もあり、多くの方が癒され、訪れた皆さんが自然と笑
顔になっていたのが印象的でした。イベントに合わせ
て、緩和ケア学習会『治療への希望を抱きながら、在
宅緩和ケアを選択した事例～家族を招いての公開カン
ファレンス～』を開催し、在宅で看取りを経験された
患者家族と在宅医を招いて、カンファレンス形式で事
例を振り返りました。患者家族はもちろん、入院中に
関わった職員、在宅医とそれぞれの立場での思いを語
り共有しました。
　当院では、患者支援センターに「がん相談支援セン
ター」があり、院内外のがん患者・家族の相談にも対
応しています。医療情報室（がん情報センター）では、
がんに関する資料を取りそろえて情報の提供を行って
います。また、地域の医療従事者を対象としたがん看
護セミナー「がん患者の日常生活の安心を支援する」を
開催します。来年 1 月～ 3 月にがんに関わる認定看護
師が 4 回シリーズで学習会を行います。
　今後も、緩和ケアやがんと暮らしのこと等について
知っていただくために、情報発信の場として地域の皆
様と協力して取り組んでいきたいと思います。

院内の展示 緩和ケア学習会「患者家族・在宅医を招いての公開カンファレンス」


