
　地域医療支援病院を、みなさまはご存知でしょうか？

墨東病院は、この 8月に地域医療支援病院になりまし

た。かかりつけ医を支援し、地域医療の充実を図ること

を目的として、二次医療圏ごとに整備されるのが地域医

療支援病院です。紹介患者さんに対する医療の提供、機

器等の共同利用、救急医療の提供、地域医療従事者への

研修実施などが求められます。今回指定を受けたことで、

墨東病院は区東部を始めとする近隣地域との連携を今後

益々強めていくという意思表示の機会をいただいたのだ

と思っています。

　地域包括ケアシステムが推進され、病院の機能分化が

進んでいます。これまで墨東病院は『区東部最後の砦』

とも呼ばれ、地域に求められる医療を提供し、高度救命

救急センター・母体救命対応総合周産期母子医療セン

ター・地域がん診療連携拠点病院の指定を受けてきまし

た。施設設備の整備も並行して行われ、新棟竣工により

救命センター・ER・感染症病棟・化学療法室が新しくな

り、その後CCU・SCU・HCUが稼働しました。以前は、

十分な設備もないまま 365 日 24 時間眠れない病院を職

員が必死で支えていた印象でしたが、今の病院は設備も

機能も充実しており、地域のみなさまに安心して頼って

いただける器を備えていると思います。また、職員ひと

り一人をみれば、より良質な医療を提供しようとこれほ

ど一生懸命働く集団は他に類を見ないと、勝手ながら自

負しています。

　さて、私は墨東病院 3度目という出戻りの看護部長で

す。求められれば応えたいと思っても、看護師である以

上入院指示や退院指示を出すことはできません。ただし、

必要なベッドを用意して患者さんを受け入れ、協働して

急性期医療提供に邁進し、患者さんやご家族が早く地域

に帰れるよう退院支援と退院調整をすること、これは間

違いなく看護の機能です。私たちは医療提供の一翼を担

うばかりではなく、患者さ

んの生活支援にも役割を発

揮し、地域完結型医療を推

進することで地域包括ケア

システム構築に貢献したい

と思っています。そのため

に、看護部長としての意思

表明をいくつかしたい、と

思います。一つ目は、看護

の専門性を向上させる取

り組みです。現在当院の認定看護師は 27 名となりまし

た。今後もっと診療にも貢献できる看護師育成ができな

いか、看護実践力を高める方策を模索中です。二つ目は、

看護の立場で地域連携を推進することです。患者さんが

在宅に戻るために、転院や訪問看護ステーションの協力

が必要な場合に備え、まずは地域にご挨拶に伺うことか

ら始めたいと思います。また地域の看護職の後方支援と

して、当院の訪問看護師を地域に講師として派遣するこ

とも広げていきたいと思っています。地域の医療機関と

の相互訪問研修なんていうのもいいなぁ…と思ったりし

ています。看護でつないで、地域医療との連携拡大がで

きたら素晴らしいのだけれど…と思うのです。三つめは、

明るく前向きな組織運営をしていきたいということです。

安全・安心な看護の提供、専門職としての知識・技術の

向上は当然のことですが、職員は人の心に優しい看護の

実践に努めてまいります。これから先、多少の困難があっ

ても、信頼に足る職員と一緒に前を向いて進んでいきた

いと思います。

　こんな看護部が、医師や他のコメディカルと共に、み

なさまにご紹介いただいた患者さんに対応させていただ

きます。今後とも、どうぞよろしくお願いします。

東京都立墨東病院　看護部部長
佐藤 浩子
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呼吸器外科呼吸器外科

呼吸器外科部長　尾辻瑞人
沿  革

　墨東病院は、昭和 36 年 4 月 1 日に旧本所病院と
旧墨田病院とを統合して開設されました。東京都東
部地域・下町（墨田区・江東区・江戸川区・葛飾区）
約 180 万人が対象となり、地域の患者さんが多く、
入院患者さんの約 77%、外来患者さんの約 80% が
区東部医療圏の 3区内に居住する患者さんです。さ
て呼吸器外科の母体となった胸部心臓血管外科は昭
和 47 年 4 月に発足し、都立病院としては一番古い
心臓血管外科です。平成 6年から呼吸器外科も加わ
り、胸部心臓血管外科と呼称するようになりました。
平成 23 年に江花弘基が、平成 25 年 7 月から尾辻
瑞人が加わり、新体制となり、手術症例数が増加し
てきました。平成27年に小林亜紀が加わり、159例。
平成 29 年には研修医に小野里優希が、平成 30 年 7
月からは溝渕輝明と 5人の呼吸器外科医が配置さ
れ、手術数も 250 例近くまで増加する見込みです。
　手術だけでなく、気管支鏡やステントにも対応し
ており、肺癌や縦隔腫瘍などの悪性腫瘍以外にも、
気胸・嚢胞性肺疾患、膿胸などの炎症性疾患等を偏
りなく対応しています。

診療内容・専門分野
　上記のように症例数の増加と共に平成 30 年 4 月
から診療の専門性を高めるために、胸部心臓血管外
科から呼吸器外科部門が独立いたしました。
　呼吸器外科では、主に、肺・縦隔 ( 左右の肺と胸
椎、胸骨に囲まれた部分 )・胸壁、等の胸部疾患の
外科診療にあたっています。対象としては原発性肺
癌、転移性肺腫瘍、縦隔腫瘍などの腫瘍性疾患だけ

でなく、自然気胸 ( 原発性自然気胸、血気胸、月経
随伴性気胸、肺気腫 (COPD)、間質性肺炎、LAM、
BHD症候群など等 )、巨大肺嚢胞症などの嚢胞性肺
疾患、炎症性肺疾患 ( 肺感染症、膿胸、縦隔炎など )、
神経内科と協力して重症筋無力症、胸壁腫瘍、悪性
胸膜中皮腫・胸膜腫瘍、外傷等の呼吸器全般にわた
ります。

特  色
　総合病院としての特性を生かし、関連した呼吸器
内科、診療放射線科、救急診療科 (ER)、救命救急
センター、病理や麻酔科医師、さらに、専門的な知
識と経験を持った看護師、臨床工学士、呼吸器リハ
ビリテーション職員、検査部門職員など、多職種と
の連携のもと診療を行っています。
　通常の合併症のない患者さんの手術はもちろん、
心・血管疾患、人工透析、糖尿病、リウマチ膠原病、
精神疾患、等の合併症がある患者さんの手術も行っ
ております。また病気の進行の程度により、化学療法、
放射線療法を含めた集学的治療も行っております。
　通常の開胸手術だけでなく、低侵襲な胸腔鏡を用
いた肺癌、気胸、感染症の手術を積極的に導入して
おります。初期の肺癌に関しては 4つの穴のみで行
う完全胸腔鏡下手術、気胸に関しては 2cm の 1 つ
の穴で行うUni port 胸腔鏡手術を主に行っていま
す。また、心臓血管外科との連携により人工心肺を
用いた血管形成、気管・気管支形成を伴う拡大手術
も行っております。

研究活動
　日本呼吸器外科学会、日本外科学会、日本胸部外
科学会、日本肺癌学会、日本気胸・嚢胞性肺疾患学
会、日本呼吸器内視鏡学会、日本臨床外科学会だけ



形成外科形成外科
形成外科医長　望月靖史

　私は本年 4月、墨東病院形成外科医長に着任し、
責任医長の白土とともに二人体制で診療にあたって
おります。今後のご指導・ご鞭撻のほど、お願い申
し上げます。
　さて、「形成外科」は、近年まで皮膚科の形成外科
診療班しかない大学病院も多かったのですが、この
たびの新臨床研修制度では外科や皮膚科などのサブ
スペシャリティ―（2階部分）としてではなく、19
の基本領域専門医のひとつとして認定されておりま
す。独占的臓器を持たない唯一の外科でもあり、他
科の先生方との連携がことに重要になる診療科です。
　対象となる疾患ですが、当科で対応可能なものを
専門医症例用の疾患分類に準じてまとめると、次の
ようになります（一部改変）。
　　

　上記のうち、症例の集中しやすい、専門性の高い
分野としては、5（こども病院など）、7（がんセンター
など）、11 あたりとなります。これらのうち私は、
前任地の福島県立医科大学形成外科では体表の先天
異常（おもに漏斗胸などの胸郭変形）、リンパ浮腫（リ
ンパ管静脈吻合）、他科再建手術（遊離皮弁など）
を担当しておりました。当院においても引き続き、
「がん拠点病院」の形成外科として外科系各科の腫
瘍切除後等の再建依頼に、また「周産期センター」
の形成外科として新生児科・小児科からの体表の先
天異常の診療要請に、応えて参りたいと考えており
ます。またリンパ浮腫治療についても幸い、一昨年
まで勤務しておりました山本医師が整えてくれた器
材等が揃っておりますので、これを活用して診療体
制を再開させて参ります。
　このほか、これまでどおり「高度救命救急セン
ター」の形成外科として、顔面骨折手術や軟部組織
損傷の再建、また白土医師の専門で地域の先生方の
ご信頼を頂いております眼瞼手術についても、継承
して参りたいと考えております。もちろん、整容的
な切開・縫合技術によるきれいな手術痕が売りです
ので、日常診療での皮膚・皮下腫瘍、またはその手
術痕や外傷後の傷跡、とくに顔面や肘・膝から先と
いった露出部の患者さんも「形成外科」にご紹介い
ただければ幸いです。宜しくお願い申し上げます。

顔面骨折・軟部損傷

手足・体幹・頭頚部の先天異常

皮膚・皮下の良性腫瘍

皮膚悪性腫瘍および他科悪性腫瘍の術後再建
（リンパ浮腫、乳び胸なども）

瘢痕拘縮・ケロイド
（腹壁瘢痕ヘルニアなども）

褥瘡・難治性潰瘍（気管支瘻、開頭術後瘻孔、
開胸術後胸骨骨髄炎なども）

 その他（顔面神経麻痺、眼瞼下垂、腋臭症など）

※ 上記以外の、当科で原則対応外のものは、広汎熱傷（ERで初療）、
唇裂・口蓋裂（東大関連施設などへ紹介）、手の外傷（整形外
科で加療）、美容外科、です。
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でなく、Ann Thorac Cardiovasc Surgery や Asian 
Pacifi c Society of Respirology などの国際学会にも
演題を報告し、各種研究会などで活動しています。
　毎週水曜日の午後、呼吸器内科医師と診療放射線
科医師とカンファレンスを行い、症例の検討を行っ
ています。ご相談したい症例があれば、遠慮なくご
連絡ください。

　紹介患者さんの増加に対応できるように、外来枠
を増加し、呼吸器内科とともに肺腫瘍外来や肺がん
二次検診外来、気胸外来等の専門外来も設けており
ます。血気胸や膿胸などの緊急性が高い疾患に対し
ては、連携等で直接ご連絡いただければ、迅速に対
応いたします。

今後の展望



●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 41 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

　当院は、平成 30年８月 30 日付で、東京都知事より、「地域医療支援病院」の承認を受けました。これは、

紹介患者さんに対する診療、施設・設備の共同利用等の実施を通じてかかりつけ医等を支援し、効率的な医

療提供体制の構築を図ることを目的とした制度です。承認に伴い、紹介状をお持ちでない場合等の非紹介患

者加算料が、初診加算料5,000円（歯科3,000円）、再診加算料2,500円（歯科1,500円）に変更となりました。

今後とも、地域を支える病院としてより一層の連携強化に取り組んでまいります。

　詳細は墨東病院ホームページ（http://bokutoh-hp.metro.tokyo.jp/）又は医事課までお問い合わせく

ださい。

地域医療支援病院に承認されました地域医療支援病院に承認されました

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

１１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

11 月 14日（水）
19：30～ 21：00

墨東病院
病棟 14階
A講堂

インフルエンザについて
墨東病院感染症科　医長

岩渕 千太郎 江戸川区医師会

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

20：30～　病棟 14階講堂 Ｂ　【実務者会議】

3 月 13日（水）
19：30～ 21：00

墨東病院
病棟 14階
A講堂

（未定）
東京臨海病院皮膚科　部長

阿部 澄乃 江戸川区医師会


