
　平成 26 年 7 月 16 日付で墨東病院外科系副院長に就任いたしました大島哲
あきら

と申します。

以前は多摩総合医療センターで外科部長として主に血管外科を担当していました。副院長業

務は初めてで都立病院も多摩総合医療センター（旧府中病院）以外は経験していません。です

から年は取っていますが新人のつもりで頑張ります。よろしくお願いいたします。私は昭和 54

年東京大学を卒業いたしました。３年の研修の後母校の第二外科学教室に入局し血管外科を専

攻いたしました。山梨医科大学、ハーバード大学留学、国立国府台病院を経て平成 4年より前

任地都立府中病院に赴任いたしました。その間山梨医科大学では病院開業当初のスタッフとし

て診療に携わりました。また府中病院は平成 22年に多摩総合医療センターに移行し建物自体も

そっくり移転いたしましたが、外科部長としてまた重症系ユニット（ICU, HCU, SCU）センター長として移転業務を

経験いたしました。そういった経験も墨東病院での病棟改編、新規事業のお役に立てればと考えています。

　多摩総合医療センターは墨東病院と立地こそ異なりますがよく似た性格の病院です。定床数は 751（墨東病院：729）

27の診療科を有し一日平均 1500 人の外来患者と680 人の入院患者を診療いたします（墨東病院：1150, 640）。また

東京ER多摩を有し年間 34300 名の受診患者と8730台の救急車受け入れ（東京ER墨東：42000，8830）を行ってい

ます。私は経営戦略担当を拝命しましたので前任地の強み、弱点も勘案して墨東病院の今後に役立てたいと考えます。

　墨東病院は高度急性期病院を自認し3つの医療強化を図っています。新型インフルエンザ等にも対応する感染症科

外来やエボラ出血熱・SARS等の患者を受け入れる感染症病棟を整備しました。救急救命センターは救命救急特定集

中治療病床を増設し、27年度までにはSCU, HCUの新設とCCUの増設を計画しています。さらに外来化学療法室を

設置しがん診療を進めるとともに「術前サポートセンター」を拡充し「患者支援センター」として発展させます。腎セ

ンターも開設予定です。

　今後も墨東病院は高度急性期病院として診療業務に邁進いたします。一方超高齢化・多死社会が到来し地域包括ケ

アが欠かせない時代となってきています。地域医療機関との連携は益々重要となってまいります。25年度は 20923 件

のご紹介をいただき（紹介率：64.2%）過去最高を記録いたしました。また22709 件の返送・逆紹介を受けていただい

ています。ありがとうございました。今後も先生方と協働で地域医療に貢献したいと考えます。どうぞご指導ご鞭撻の

ほどよろしくお願いいたします。

墨東病院外科系副院長
大島　哲

就任のご挨拶　～新人副院長として～
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小 児 科小 児 科

　東京都立墨東病院は、区東部医療圏において唯一の都立
総合病院です。救急・総合医療センターと位置付けられた
当院では、小児科は新生児科とは独立した体制で連携しな
がら運営を行っています。
　小児科では、これまで陣頭指揮をとっていた大塚正弘部
長が退職されましたが、平成 26 年 7 月からは私三澤正弘
以下十数名の頼れるスタッフが従来同様日々活躍しており
ます。今回、改めて当院小児科の現況について報告させて
いただきます。
　小児科医師スタッフの内訳は、一般小児科医師として常
勤 11 名（内小児科学会専門医 8名）・研修医 7名（大学
後期研修医 1名、病院後期研修医 6名）、看護スタッフは
病棟（約 24 名）・外来（約 4名）です。
　診療体制としては、外来業務と病棟業務に大きく分けら
れます。
　外来は、一般小児科部門（午前）と専門外来部門（午後：
神経・循環器・腎臓）があります。一般小児科部門（午前）
は毎日 4～ 5名の医師が外来診療を行います。紹介・予約
制を原則としていますが、小児疾患特有の多数の急性疾患
に対応し、初診・予約外患者さんや翌診患者さん（前日の
救急・ER受診患者さんで翌日外来受診指示を受けた患者
さん）の診療を医師輪番制で同時に施行しています。また、
午前中の近隣小児科地域医療機関からの紹介患者さんにも
対応し、当院での受診・精査加療後は地域医療機関への紹
介受診を行い、医療連携と機能分担を行っています。
　専門外来部門は完全予約制で行っています（神経系：火・
水・木・金曜日、循環器系：月・水・木・金曜日、腎臓系：
月・水・木曜日）。また、小児外科系疾患については、順天
堂大学小児外科教室のご協力により小児外科専門医の外来
にて対応し（火曜日）、外科的治療を考慮した医療が可能
となっています。
　救急患者さんを対象とするERについては、内科・外傷
系とは別系列で診療を行っています。外来・病棟を分担し、
平日・土曜当直は 2名、休祭日は日勤 3名、当直 2名の
体制で対応しています。受診者数は平日当直帯20～40名、
土曜当直帯 40 ～ 60 名、休祭日当直：40 ～ 80 名位にな
ります。重症度に応じた対応を行うため、場合により多少
待ち時間が長くなりご迷惑をかけることがあるかと思いま

すが、できる限り早急な対応を心掛けておりますのでよろ
しくお願いいたします。
　小児科外来受診延患者数は年間42524名、うち救急（ER）
受診延患者数は 13408 名でした（平成 24 年度）。
　病棟業務では、小児定数 30 床（内 5床は他科小児患児
使用可）を有し、感染症疾患（空気感染を有するもの）に
よっては感染症病棟での入院加療を行っています。主要病
棟入院実績（平24年度、ER患者除）は、年間1197名（一般
小児内科 1111 名、他科小児 86 名）でした。入院患者さ
んの 13.6% は医療連携による紹介患者さんでした。疾患
内容としては、呼吸器系 363 名、消化器系 116 名、気管
支喘息 108 名、熱性けいれん・てんかん発作 95 名、川崎
病 87 名、尿路感染症 58 名、髄膜炎・急性脳症・急性脳
炎 28 名、ネフローゼ・急性腎炎症候群 16 名など多彩です。
その他各種検査入院（心臓カテーテル検査・腎生検・負荷
試験など）を行っています。
　新生児科との連携では円滑な協力体制が得られており、
周産期センター入院加療後の要経過観察患児については、
一般外来・救急受診時にて対応することが可能です。
　学校検診では、腎臓病・心臓病の学校検診に参加・協力
を行っており、精査加療のための三次施設として対応して
います。保健所乳幼児健診についてもできる限り参加させ
ていただいています。
　以上、当院小児科の概略を報告いたしました。当科の特
色を生かした機能を発揮し、円滑な運営を行い地域医療に
貢献するためには、近隣の地域医療機関との連携が不可欠
です。また、当科で学ぶ臨床研修医は、地域医療機関より
紹介された患者さんの診療から多くの経験を積むことができ、
その臨床経験は一人前の小児科医師となるためのかけがえ
のない財産となっています。
　今後もスタッフ一同皆様の期待に沿えるよう努力する
所存です。ご指導とご支援の程何卒よろしくお願いいたし
ます。

小児科部長
三澤 正弘



　このたび、感染症病棟が新しくなりました。現在は交
通機関の発達により、致死率の高い 1類感染症に含まれ
る感染症が日本国内へ持ち込まれても不思議ではありませ
ん。新しい感染症病棟は、このような感染症にも対応が
可能なように設計され建設されております。新しい感染
症病棟は１類感染症用に -40 パスカル（P）の陰圧制御
が可能な病室が 2床（個室）、2類感染症用に -10P前後
の陰圧制御が可能な病室を8床（個室）保有しております。
また、1類・2類感染症用に専用のエレベーターがあり、
そのような感染症に罹患している患者さんは他の人と接
触することなく、直接に上記の隔離個室へ入室すること
ができます。その他に弱い陰圧制御が可能な病室が30床

あり、新しい感染症病棟は合計 40床となっております。
新しい感染症病棟の室内気は、病原体による汚染防止の
観点から、ヘパフィルターを通して外気へ排気されており
ます。また、便や尿を含めた汚染排水は地下のタンクに
貯蔵され、次亜塩素酸ソーダで処理された後に下水に排
出されるようになっております。新しい感染症病棟は個
室化と陰圧制御可能圧の増加により、以前の感染症病棟
に比べ、人から人へ感染性がある患者さんに対応しやす
くなっております。新しい感染病棟は人から人へ感染す
る疾患であれば、感染防止の立場から、何科であれ診療
科を問わずに使用可能です。

新しくなった感染症病棟の紹介

看 看 護 護 部部

　夏真っ盛りの 8月 7日と 8日午後、「キッズ体験 IN墨
東 2014」が開催されました。今年で 5回目を迎え、すっ
かり墨東病院の夏の風物詩として定着してきました。今
年度は、両日で 43名の元気な子供達の参加がありました。
医師や看護師、検査科、薬剤科、栄養科、リハビリ科など
多くの方に、応募して頂きました。
　キッズ体験では、医療現場の疑似体験を通して未来を
担う子供たちが医学・看護への興味を持ち、実際に忙し
く働いているご家族の職場を見て理解を深めることを目
的に実施しています。今年度も、手洗いやBLS体験、ヘリ
ポート、院内見学（9Aや ERなど）、職場見学などを行

いました。手洗いでは汚れの
程度が数値で分かるので、
一生懸命に丁寧な手洗いを
実施していました。後日談
ですが、帰宅してからも練
習した順序で手洗いを行い、
家族に教えてあげていたそう
です。BLSでは、思わず「上
手い！」と言ってしまうほど心臓マッサージの上手な子供
たちがたくさんいました。そして、今年度の新しい企画
として庶務課 DMAT隊員の協力を得て、DMATカーの
見学を行いました。DMATカーの大きさにびっくりして
いましたが、興味深そうに活動内容を聞いていました。
　修了証をもらう時はとても嬉しそうで、「はじめてのこ
とがたくさんあった、体験することができて良かった」
「夏休みの自由研究にします」「墨東病院で働きたい！」など
の感想がありました。この体験が、命の大切さや医療に
対して関心を寄せる“きっかけ”になってくれればと思
います。

キッズ体験 IN墨東 2014

看護部　看護師確保対策 PT　キッズ体験担当　
岩舘 美登里

感染症科部長　大西 健児
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墨東病院人事異動
【採用】平成 26年 6月 １ 日付
産 婦 人 科 部 長 笠松　高弘 かさまつ　たかひろ

産 婦 人 科 医 長 岡田　智志 おかだ　さとし

新 生 児 科 医 員 伊藤　　淳 いとう　あつし

【退職】平成 26年 6月 30日付
小 児 科 部 長 大塚　正弘 おおつか　まさひろ

【採用】平成 26年 7月 １ 日付
麻 酔 科 医 員 佐藤千穂子 さとう　ちほこ

【退職】平成 26年 7月 15日付
副 院 長 竹村　信彦 たけむら　のぶひこ

【転入】平成 26年 7月 16日付
副 院 長 大島　　哲 おおしま　あきら

【昇任】平成 26年 7月 16日付
小 児 科 部 長 三澤　正弘 みさわ　まさひろ

【採用】平成 26年 9月 1 日付
救命救急センター医員 加藤　雅也 かとう　まさなり

講演会等のご案内

平成２６年度　区東部医療圏地域医療講演会

日　時 ／ 会　場 講　　　師演　　　題 主催医師会

平成 26 年度（10 月以降）の区東部医療圏地域医療講演会を下記の日程で開催いたします。
（開始時間は、いずれも午後７時 30 分からです。）
なお、10 月 8 日は講演会終了後に情報交換会を開催いたします。皆様のご参加をお待ちしております。

平成 26 年度（第２回） 城東地区歯科医師会連合会主催講演会は平成 27 年２月 25 日（水）に開催予定です。

１０月～３月

❖ ❖

肝胆膵がんの早期発見のために10月 8 日（水） 
墨東病院 14 階講堂

墨東病院
外科医長　脊山 泰治 墨田区医師会

平成 26年度区東部医療圏情報交換会10月 8 日（水）
20：30 ～ 墨東病院 2 階食堂

（仮）がんの漢方療法について がん研有明病院
漢方サポート科部長　星野惠津夫

11 月 12日（水） 
東武ホテルレバント東京

江東区医師会

1 月 14日（水）
墨東病院１４階講堂

江戸川区医師会

（仮）泌尿器科の内視鏡手術の進歩2 月 18日（水） 
墨東病院 14 階講堂

同愛記念病院
泌尿器科部長　西松 寛明

（仮）外来での肺炎診療のコツ
　　　　　～経口抗菌薬の使い方を中心に

墨東病院
内科部長　澁谷 泰寛

墨田区医師会

3 月 11日（水） 
墨東病院 14 階講堂

江東区医師会

未　定


