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平成24年3月1日発行

東京都立墨東病院　副院長　富山 順治

　日ごろ、地域の先生方には、墨東病院との医療連携にご尽力、
ご協力いただき、深く感謝しております。今回は、墨東病院で
取り組んでいる、あるいはこれから取り組もうとしている医療
連携について、ご紹介、ご報告したいと思います。
　まず、入院、外来診療において、地域からのご紹介の患者さ
んを、出来るだけ当院で受け入れるための日々の取組について
です。ER 入院患者さんについては、毎朝、内科系部医長が ER
病棟カンファレンス室に集まり、昨晩入院した患者さんの各科
への振り分けをしています。当院が満床時には、近隣の医療機
関にご紹介させていただいております。救急搬送患者地域連携
加算の登録施設も増え、地域の先生方のご協力のおかげと思っ
ております。日中の救急入院のご依頼に関しては、医療連携室、
病床管理係と協力し、病床の調整を行い、出来るだけ対応する
ようにしています。外来に関しては、毎月、外来運営委員会を
開催し、地域からの紹介患者さんを出来るだけ診療できるよう
に、各科新患枠、連携医枠を増やしました。また、循環器外来ブー
スを増設、他科外来ブースを有効利用し、旧外来化学療法室を
外来ブースに改修するなどして外来ブースを増やし、新来患者
増につなげました。また、総合内科外来（火、水）や、総合診
療科外来（火、木）で、どの科に紹介すればよいか迷う患者さん
にも対応できるようにしました。外来化学療法室は移転、改修し、
4 床から 10 床に増やし、より多くのがん患者さんのご紹介にも
応えられるようにしました。循環器科では、不整脈専門医を招
聘し、不整脈のカテーテル治療（アブレーション）が出来る体
制となり、また胸部心臓血管外科医師を増やし、心臓血管疾患、
肺がん、気胸の手術も増加しました。整形外科では「手の外科」
専門医が就任し、「手の外科外来」を開設しましたので、今まで
以上に患者さんのご紹介をよろしくお願いします。
　次に、がん診療ですが、「東京都認定がん診療病院」として、
院内がん登録や、キャンサーボード、がんのセカンドオピニオ
ン外来、がん相談支援センター等に取り組んでいます。キャン
サーボードは毎月第一火曜日で、第三火曜日は肝胆膵疾患のキャ
ンサーボードを開催しています。18 時頃から放射線科、病理の
先生も含め、ディスカッションをしておりますので、お問い合
わせの上、医師会の先生方のご参加をお待ちしております。また、
がんのセカンドオピニオン外来にもご紹介をお願いします。最近

では、2 月 4日（土）、5日（日）に、
当院で「がん診療に携わる医師
に対する緩和ケア研修会」を開
催し、地域から多数の先生方
のご参加をいただき、感謝し
ております。今後は、地域医
療機関とのがん診療連携を進
めてゆきたいと思っていますの
で、ご協力のほどお願いいた
します。
　急性心筋梗塞への対応とし
て、心臓カテーテル室を 2 部
屋に増やし、より多くの冠動脈疾患等に対応できるようにしま
した。脳卒中連携パス、大腿骨頚部骨折連携パス等で地域医療
機関との連携パスを活用し、糖尿病診療では、区東部医療連携
の会で、地域の先生方と協力して診療に当たっています。感染
症対策では、「区東部感染症会議」を年 2 回開催し、墨田区、江東
区、江戸川区の医師会の先生方と、保健所にご参加いただき、
その都度ホットな話題を協議し、区東部地域の感染症対策と、
医療連携に役立っています。災害医療に関しても、災害拠点中
核病院である当院を中心とした、災害医療協議会を立ち上げ、
墨東病院と地域医療機関で災害対策について協議していく予定
です。また、救急医療、周産期医療、精神疾患、小児医療に関
しても、日ごろから地域医療機関と連携を密にとっており、ご協
力もいただいております。
　以上、墨東病院として取り組んでいる、地域医療機関との医
療連携について述べましたが、いわゆる 4 疾病 5 事業（がん、
脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患、救急医療、災害医療、
周産期医療、小児医療）については、墨東病院と地域医療機関
との医療連携は良好に運んでいるものと考えております。今後、
益々医療連携の重要性が増してくることは明白であり、引き続
き「顔の見える医療連携」を発展させ、地域医療をより確実な
ものとしていく努力を皆様方とともに行いたいと思っておりま
すので、ご協力、ご指導のほどよろしくお願いいたします。

墨東病院医療連携室よりのご挨拶

墨東病院　副院長

富山 順治

墨東病院の医療連携推進への取組



循環器科循環器科

循環器科の概要

◦ 当院は救急医療を重点医療に掲げており、我々循

環器科の医師もその一翼を担っているという自負

をもって診療に当たっています。

◦ 当科のモットーは「今日できる治療を明日に延ば

さない」です。そのため、救命救急センターと連

携して昼夜を問わず、救急患者を受け入れ、２室

ある心臓カテーテル検査室を駆使して、迅速かつ

安全な治療を心がけています。

◦ 病床数：一般病床 34 床、CCU 3 床

◦ スタッフ：常勤医師 6 名、シニアレジデント 3 名、

救命救急センターよりの出向医 1 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治療学会認定研修施設に指

定されています。

 学会資格取得医師
◦ 日本循環器学会専門医…岩間部長、寺井医長、鈴

木医長、廣野医長、弓場医員

◦ 日本心血管インターベンション治療学会専門医・

指導医…岩間

◦ 日本心血管インターベンション治療学会認定医…

寺井、廣野、弓場

現況と今後

◦  2011 年 1 月～ 12 月循環器科入院患者内訳

　（総数 1148 人）

◦ 当科の特色は、①救急患者数が多い、②入院患者

の半数以上を虚血性心疾患が占める（図）、③ PCI

症例中約 1/3 が AMI 症例である（表）、の３点

です。

◦ 心疾患に対しバランスのとれた診療を行うとい

う観点からは、虚血性心疾患と並ぶ循環器診療

のもう一つの柱である不整脈の診療が重要です。

2011 年 10 月に、東京西部の不整脈診療のメッカ、

青梅市立総合病院で 2 年間の不整脈診療の研修を

終えた鈴木紅医長が戻ってきました。そこで、今

後の当院での不整脈治療のトピックスを以下に述

べます。

1�電気生理検査／高周波カテーテルアブレー
ション

　当院では 2000 年より発作性上室性頻拍、WPW

症候群、通常型心房粗動、右室流出路心室性期外収

縮／心室頻拍の高周波カテーテルアブレーションを

計 280 例以上施行してきました。これらの不整脈

循環器科部長
岩間 徹

虚血性心疾患
649 例  57%

うっ血性
心不全

146 例  13%

不整脈
144 例  13%

末梢血管疾患
62 例  5%

大動脈疾患
19 例  2%

弁膜疾患
肺血管疾患
心筋疾患

睡眠呼吸障害
心膜疾患 高血圧

静脈疾患
その他

● 2011年 1月〜 12月の治療手技
冠動脈造影（CAG） 1403
経皮的冠動脈インターベンション
（PCI）

414
 （うち AMI 症例 144）

経皮的末梢動脈インターベンション
（PPI） 33

経皮的腎動脈インターベンション
（PTRA） 2

ペースメーカー植え込み術 73
電気生理学的検査（EPS） 20
不整脈に対するカテーテルアブレー
ション（ABL） 20

下大静脈フィルター留置 11



循環器科循環器科
に対するカテーテルアブレーションの方法はほぼ

確立しています。当院での 1 回の治療での根治率

は 90% 以上で、入院延長を必要とする合併症 0.7%、

後遺症、死亡に至る合併症 0% であり、比較的安全

性の高い手術です。投薬によっても不整脈発作が抑

えられない場合や投薬そのものを不要としたい場

合、カテーテル治療のよい適応です。

　また、2012 年 4 月に当院に 3-D マッピングシス

テム（CARTO システム）が導入されることになり

ました。3-D マッピングシステムにより、複雑な不

整脈の回路を可視化する（画面上に表示する）こと

が可能になり、根治が容易になる不整脈の種類が増

えます。具体的には、非通常型心房粗動、心臓術後

心房頻拍、器質的心疾患に伴う心室頻拍などがこれ

に相当します。

　さらに 2012 年 4 月以降、3-D マッピングシステ

ムのサポート下に、主に薬剤抵抗性の発作性心房細

動に対しては、カテーテルアブレーション（肺静脈

隔離術）を提案し施行していく予定です。鈴木紅医

長が 2 年間研修を受けた青梅市立総合病院では、1

回の治療で約 60%、2 回治療を行った方で約 90% の

成功率です。左房内のカテーテル治療ということで

周術期抗凝固療法を厳格に行う必要があり、輸血や

入院延長を要する出血性合併症が 5% 程度発生する

というのが課題ではあります。

2植込みデバイス
　当院では、年間約 70 例の永久ペースメーカー植

込みを行っています。心房、心室とも原則として中

隔ペーシングを施行し、より生理的なペーシングと

なるように努力しています。

　また、2012 年 4 月からは、植込み型除細動器お

よび両心室ペーシング機能付き植え込型除細動器の

施行に関する施設認定が再び獲得できる見込みで

す。植込み型除細動器につきましては、心肺停止蘇

生後の患者さんの二次予防として、また低心機能で

心室性不整脈を有する患者さんなどの一次予防とし

て、よく患者さんと相談した上で、適応について決

めていきたいと思っております。植込み型除細動器

のジェネレーターは通常のペースメーカーよりもか

なり大きいのですが、皮膚障害の発症リスクの高い

と思われる患者さんには、当院では大胸筋下植込み

の選択も可能です。

最後に

　今後も当科は区東部の循環器医療の拠点病院とし

て、その職責を全うしていく所存です。お困りの症

例がありましたら、気軽に、虚血性心疾患に関して

は部長の岩間に、不整脈に関しては医長の鈴木（紅）

に連絡していただければ幸甚です。

　墨東病院の新生児科は、皆様方のお力をお借りしながら、
小さく産まれた赤ちゃんと、お母さま、お父さま、そのご家族
の皆様のために、よりやさしいケアと環境を目指しています。
　9A病棟では平成 13年からディベロップメンタルケア（赤
ちゃんの成長と発達を促すケア）に取り組んできました。胎
内に近い保育環境を目指して、光や音の調節、赤ちゃんが丸
まった体勢をとれるような寝具の工夫などを行っています。
そして、平成 22年よりアメリカからGrechen Lawhon（グ
レチェン ローホン）先生をお招きしてNIDCAP（Newborn 
Individualized Developmental Care And Assessment 
Program－新生児個別的発達ケアと評価プログラム）をス
タートさせました。これは、赤ちゃんとそのご家族のケアに
携わる専門家を育成するための教育プログラムです。
　NIDCAP トレーニングでは、あるケア場面の赤ちゃんの行
動をひたすら観察します。赤ちゃんの体温・呼吸・脈拍、身

体の動き、表情等をもとに、その赤ちゃんにどのタイミング
で、ケアを提供するのがベストなのかをレポートやディス
カッションを通して学んでいきます。
　約 2年をかけてこの度、日本初のNIDCAPプロフェッショ
ナルが墨東病院から 2名誕生しました。膨大な英語の資料に
頭を悩ませ、諸先生方に英訳を手伝っていただきながら苦労
の日々を送ってきましたが、これも仲間からの支援、絆が
あったからこそ成し遂げられた結果と考えております。
　NIDCAP はまだまだ始まったばかりです。これからもっと
日々研鑽し、NIDCAP トレーナーを目指します。皆様方のお
役に立つような知識・技術は伝達し、報告会・講演会等も開
催させていただき、より絆を深めてまいりたいと存じます。
　5 年後にはこの 2 名が NIDCAP トレーナーとして皆様方
の施設や日本中を飛び回ることを夢見ながら努力していこう
と思っております。

NID CAP（ニドキャップ）   プロフェッショナルNID CAP（ニドキャップ）   プロフェッショナル

9A看護長　谷澤 京子



講演会等のご案内

平成２4年度　区東部医療圏地域医療講演会

日　時 ／ 場　所 講　　　師

結　核  －多様な臨床所見－

演　　　題 主催医師会

平成 24年度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。
講演会の参加につきましては、事前申し込み及び参加費は不要です。多数のご参加をお待ちしております。
＊止むを得ない事情により予定を変更・中止する場合があります。詳細については主催医師会さまへご確認のうえ、ご来場下さい。

4 月～ 11月

❖ ❖

5/9 (水) PM7：30～
墨東病院  14階  A講堂

墨東病院　呼吸器内科部長　澁谷 泰寛 すみだ医師会

福島原発事故から学ぶこと
－診療に関係する事象の考察－

6/13 (水) PM7：30～
墨東病院  14階  A講堂

墨東病院　診療放射線科部長　小山 和行 江東区医師会

食中毒7/11 (水) PM7：30～
墨東病院  14階  A講堂

墨東病院　感染症科部長　大西 健児 江戸川区医師会

尿路結石について（仮）9/12 (水) PM7：30～
墨東病院  14階  A講堂

(同愛記念病院医師）を予定しています すみだ医師会

抗菌薬について10/10 (水) PM7：30～
東武ホテルレバント東京

墨東病院　感染症科医員　岩渕 千太郎 江東区医師会

インフルエンザ11/14 (水) PM7：30～
墨東病院  14階  A講堂

墨東病院　感染症科部長　大西 健児 江戸川区医師会

墨東病院人事異動（医師） 

循環器科医長

整形外科医長

小 児 科 医 師

整形外科医師

救命救急センター医師

鈴木　　紅

永瀬　雄一

趙　　麻未

金沢　明秀

井手口　稔

採　用
平成 23年
10月1日付

 すずき     　       こう

 ながせ     　ゆういち

ちょう　         あ   み

かなざわ　   あきひで

   いでぐち　     みのる

脳神経外科医師

耳鼻咽喉科医師

髙見　浩数

小泉めぐみ

採　用
平成 23年
12月1日付

 たかみ　     ひろかず

こいずみ

おおくま　     ひろみ

あきやま こういちろう

 かさい       　たろう

外 科 医 師

外 科 医 師

救命救急センター医師

松田　真輝

宮田　陽一

神尾　　学

採　用
平成 23年
11月1日付

 まつだ　       まさき

 みやた　     よういち

 かみお　         まなぶ

小 児 科 医 師

整形外科医師

整形外科医師

大熊　洋美

秋山宏一郎

笠井　太郎

退　職
平成 23年
9月30日付

産婦人科医長

産婦人科医長

永野　玲子

星野　裕子

退　職
平成 23年
12月31日付

新生児科医長 土田　晋也退　職
平成 23年
11月30日付

外 科 医 師

外 科 医 師

ファン バオゴク

進藤　潤一

退　職
平成 23年
10月31日付

しんどう   　じゅんいち

 つちだ      　しんや

 ながの　      れいこ

 ほしの　      ゆうこ

第 70 号
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①小児科
　地域基幹病院小児科として地域の救急を担うことを目標
にしています。救急疾患が多く，特に呼吸器疾患だけで入
院数は年間 300 名を超えます。小児疾患群（ウィルス性
腸炎，髄膜炎，川崎病）は城東地区で 1 位であり，特に川
崎病入院患者数は全国 5 位です。また，複雑性指数は疾患
群の中でどれだけ広い領域の患者を入れているかを示す値
ですが，小児科は新生児科に次いで院内 2 位であり，救急
だけでなく難病にも取り組んでいる科です。

②内　科
消化器内科：地域基幹病院として救急と癌診療の両立を目
標にしています。2 次医療圏内の手術では胃十二指腸の内
視鏡的手術が地域シェア 90％，肝胆道系 60％と緊急の出
血と癌の治療を両立し，地域の中で重要な役割を担ってい
ます。
血液内科：血液疾患の治療を地域で安心して受けられること
を目標にしています。急性白血病の入院患者数は都内 14 位，
血液疾患全体では城東地区では東京大学，東京医科歯科大
学，順天堂大学に次いで，癌研有明病院とほぼ同数の入院
患者数を 2 名という少数の医師で診療を行っています。
呼吸器内科：地域基幹病院として，癌だけでなく肺炎など
の救急疾患にも対応することを目標にしています。
内分泌内科：糖尿病に関しては 救急診療と各科診療の補助
を行っていく，内分泌疾患に関しては 区東部に他の医療機
関がないためすべての疾患を担っていくことを目標にして
います。墨東病院全体の内分泌患者疾患数では城東地区で
東京大学，東京医科歯科大学，順天堂大学に次いでいます。
神経内科：本年度より藤ヶ崎医長のもとで，地域住民の幸
せに寄与することを目標としています。昨年の診療では脳
梗塞が最も患者数が多いものの，運動系ニューロン疾患を
二次医療圏シェアはほぼ 100％です。
腎臓内科：地域腎臓疾患重症患者の最後の砦を目標として
います。

③新生児科
　地域の全ての重症新生児の医療を担うことを目標にして
います。2 次医療圏内新生児疾患の患者シェアは 40％，
但し輸血などを必要とする重篤な新生児疾患のシェアはほ
ぼ 100％，複雑性係数も院内で最も高く，新生児疾患領域
を広くみている科です。

④感染症科
　輸入感染症を中心に人から人に移る疾患のすべてを治療
対象とすることを目標にしています。

⑤リハビリテーション科
　急性期リハビリの充実と急性期リハビリで改善がみこま
れるが，保険制度上で急性期リハビリを行えない患者の救
済を目標にしています。

⑥総合診療科
　ER のバックアップとして各科に当てはまらない疾患を
担当することを目標としています。

⑦循環器科
　循環器救急を主体として地域医療を担うことを目標にし
ています。虚血性心疾患入院患者数は都内 39 位で，心臓
カテーテルなどの二次医療圏内手術シェアは 40％です。
頻脈性不整脈，徐脈性不整脈手術は二次医療圏内 1 位で，
それぞれ 100％，40％の二次医療圏シェアを持っています。

⑧救急救命センター
　区東部および葛飾区の救急をリードすることを目標とし
ています。3 次救急搬送数は全国 1 位です。多部位外傷は
全国 5 位，頭部外傷は東京都内 3 位です。その患者層は
広くすべての疾患群を網羅しています。

⑨外　科
　地域に不足する救急医療と癌医療を行うことを目標とし
ています。救急である腹膜炎患者数は都内 2 位です。大腸
癌患者数は都内４位，胃癌患者数は都内 22 位です。

⑩整形外科
　地域基幹病院として外傷などの救急と人工関節，手の外

DPC室長　沢田 泰之（皮膚科部長）

DPCからみた墨東病院

　DPC／PDPS（診断群分類に基づく 1 日当たり定額報酬
算定制度：Diagnosis Procedure Combination／Per -Diem 
Payment System）は医療費の支払いシステムですが，そ
の内容が透明化されていることで，各病院各科の全国規模，
地域規模での立ち位置（マーケティング）をみることが可
能になります。この資料は各科責任部医長が持つ目標のも
とに，各科が地域の基幹病院としての方向性を見出すため
の資料ですが，墨東病院各科の「立ち位置」を連携して頂
いている地域の先生方に知っていただくことは今後の連携
に役立つと考え，本項をまとめました。



科別マーケティング
科

小児科 川崎病	 全国 5位
小児疾患	 城東地域 1位

救命救急センター 3 次救急搬送数	 全国 1位
多部位外傷　全国 5位，頭部外傷	 東京都 3位

消化器内科 胃十二指腸	 2 次医療圏手術シェア　90％
肝胆道系	 2 次医療圏手術シェア　60％

血液内科 急性白血病	 都内 14位
新生児科 新生児疾患	 二次医療圏シェア　		40％

重症新生児疾患	 二次医療圏シェア　100％
循環器科 虚血性心疾患	 都内 39位

徐脈性不整脈・頻脈性不整脈手術	 二次医療圏　1位
虚血性心疾患・狭心症	 2 次医療圏手術シェア　40％

外科 腹膜炎患者数	 都内 2 位　
大腸癌患者数	 都内 ４ 位
胃癌患者数	 都内 22位

整形外科 手術となる外傷患者数	 城東地区 1位
筋骨格系疾患	 城東地区 5位
股関節＆膝関節	 二次医療圏内手術シェア　30％

脳神経外科 くも膜下出血	 全国 10位
産婦人科 早産患者	 二次医療圏内患者シェア　90％以上
リウマチ膠原病科 膠原病疾患	 二次医療圏シェア　ほぼ 100％

リウマチ疾患	 二次医療圏手術患者シェア　95％
皮膚科 皮膚疾患	 二次医療圏シェア　35％

皮膚腫瘍	 全国 5位
皮膚腫瘍	 二次医療圏内手術シェア　ほぼ 100％
皮膚悪性腫瘍	 二次医療圏内手術シェア　ほぼ 100％

科・脊椎外科の拠点病院となることを目標にしています。
手術となる外傷患者数は城東地区で 1 位，筋骨格系疾患で
は東京大学，東京医科歯科大学，順天堂大学，癌研有明病
院に次いで城東地区 5 位です。二次医療圏内手術シェアで
は股関節，膝関節とも 30％です。

⑪脳神経外科
　地域で発生する全ての脳外科疾患（脳卒中，脳腫瘍）を
担うことを目標にしています。くも膜下出血の患者数は全
国 10 位です。

⑫心臓血管外科
　本年度より，石川部長のもとで地域の救急医療とより質
の高い医療の提供を目標としています。

⑬産婦人科
　総合周産期センターとして，地域の産科救急を担うこと
を目標としています。早産患者の二次医療圏内患者シェア
で 90％以上を担っています。

⑭リウマチ膠原病科
　地域に不足するリウマチ医療を提供することを目標にし
ています。二次医療圏シェアでは膠原病疾患のほぼ
100％，リウマチ疾患の手術患者数の 95％を墨東病院で
行っており，地域では欠くべからざる存在となっています。

⑮泌尿器科
　地域での泌尿器科専門医療の実施を目標にしています。
膀胱腫瘍，腎腫瘍，前立腺肥大の二次医療圏内手術シェア
はほぼ 20％前後です。泌尿器科疾患全体では城東地区内
で大学病院群に次ぐ位置を占めています。

⑯耳鼻咽喉科
　地域に不足する癌と救急医療を目標としています。この

ため，疾患の絞り込みを行っており，複雑性係数は院内で
婦人科疾患，乳房疾患に次いで低くなっており，絞り込み
の実態を反映しています。

⑰眼　科
　墨田区，江東区の合併症を伴う患者さんの最強で最後の
砦を目指しています。患者数は多くありませんが，白内障
を中心に合併症患者さんの手術を多く行っています。

⑱形成外科
　地域に不足する医療の提供を目指しています。

⑲皮膚科
　東部医療圏に住む皮膚科患者さんのすべてに笑顔を取り
戻せる医療環境を作ることを目標にしています。皮膚科入
院患者数は全国トップクラスで，皮膚疾患の 2 次医療圏内
シェアは 35％で院内では新生児科に次いで高いです。皮
膚腫瘍手術数は全国 5 位で，二次医療圏内手術シェアは皮
膚腫瘍・皮膚悪性腫瘍とも 100％を示しています。医療連
携を通して，入院を主体とする救急疾患・手術症例・難治
難病の診療を行っています。

　以上，DPC 室がヒアリングを通して得た資料です。各
科が地域の基幹病院として強く意識していること，その目
標に向かって確実に進んでいることに一墨東病院職員とし
て感動しました。病床数などの縛りも多く，完全に実行す
ることは難しいと思いますが，今後も DPC 資料をもとに
よりよい地域医療の完成を目指して頑張っていきたいと思
います。地域の先生方にも今後さらなるご指導ご鞭撻をよ
ろしくお願い申し上げます。

注）城東地区：江東区，墨田区，江戸川区，中央区，千代田区，文京区の地域で，
東京大学，順天堂大学，東京医科歯科大学，聖路加国際病院，癌研有明などが含ま
れる地域


