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平成23年10月1日発行

　3 月 11 日に起きた東日本大震災と福島原発事故による放
射能被曝による被災者への対応として、区東部地域の各医
療機関の先生方も、現地への医療班派遣や避難傷病者受入
れにと活躍されたことと存じます。被災現地の復興が思う
ように進まず、放射能被害の心配が未だ解決を見ない状況
ですが、また政府の対応がいろいろと批判され、世界全体
にも経済不安が高まっている中ですが、時間だけは確実に
過ぎていきます。近隣医師会の先生方も日々目の前の日常
診療に加えて、大震災後の不安神経症や猛暑による熱中症
患者対応など、足早に過ぎ去っていく毎日のご苦労が目に
見えるようです。
　このような折ですが、当院と先生方の医療連携につきま
してはおかげを持ちまして紹介率も 60％以上を維持し、返
送 ･ 逆紹介も平常通り進んでおり、深く感謝申し上げる次
第です。今年度は心臓血管外科や胸部外科等に新任医師を
迎え、また、特殊外来や外来新患枠 ･ 連携枠を増設するなど、
さらに紹介受診しやすい環境に向け整備を進めております。
またいろいろとご意見をいただき、地域に根付いた基幹病
院としての機能をさらに充実できるよう、努力してまいり
たいと思います。
　ところで、今年は墨東病院の開設 50 周年記念になります。
墨東病院については、2 年前に赴任した私よりも、医師会
の多くの先生方がより詳しくご存知と思いますが、簡単に
歴史等を振り返ってみたいと思います。
　現在の地に、本所病院と墨田病院を統合して「都立墨東
病院」が設立されたのは昭和 36 年です。当時は病床 400 床、
13 診療科でスタートしました。昭和 47 年には救急病棟 100
床を増築、本格的な救急診療を始めています。昭和 53 年に
は精神科病棟（28 床）を開設して精神科救急事業開始、そ
の後に都の改築計画により、昭和 60 年には診療棟がオープ
ンして救命救急センター 20 床を開設し、昭和 62 年には伝
染病棟を再開しました。平成11年に現在の新病棟が完成し、
都立築地産院を統合して総合周産期母子医療センターも開
設、764 床の区東部地域唯一の都立総合病院として機能充
実しました。平成 13 年には石原都知事の号令の下、「東京
ER・墨東」が都立病院の先陣を切って開設され、病床も

772 床としました。その後
は NICU 増床、ICU・CCU
増床、ソフト面では電子カ
ルテ導入（平成 17 年）、病
院機能評価 Ver.5 認定（平
成 20 年）、さらには DPC
対象病院や 7：1 看護体制
導入、本年 4 月には東京認
定がん診療病院認定など受
け、今日に至っております。
これから先には 26 年完成
予定として、地域医療再生
計画・基本構想計画に基づく救急 ･ 感染症診療を中心とし
た増改築工事も始まり、さらに発展をつづけていく計画で
す。これについては、また別の機会にお話をしてまいります。
　歴史として一口に言ってしまえば簡単ですが、実際は山
あり谷ありの病院経営 ･ 運営だったと聞いております。世
論に取り沙汰されたいろいろな問題もありました。しかし
多難を乗り越えてここまでこられたのは地域の先生方の大
きな支えがあったからだと思いますし、また我々も地域の
先生方の役に立ちたいと思いながら、毎日診療に励んでき
たからだと思います。一歩一歩進めてきた地域連携の大切
さを身にしみて感じているところです。この 11 月には 50
周年を記念して簡単な行事も予定しております。私として
は一つの節目としての 50 周年を院長として迎えられること
を光栄に思っていますが、これも医師会はじめ近隣医療関
係諸機関皆々様のお力あってのことと、心から深く感謝申
し上げる次第です。ありがとうございます。
　半世紀を越える今、どんな大きな地震や災害があろうと
も揺らぐことのない地域医療連携体制を構築 ･ 維持してい
くために、努力を惜しまず尽力してまいる所存です。最高
の地域医療連携体制を目指し、今後ともご指導、ご鞭撻の
ほどよろしくお願い申し上げます。
　最後になりましたが、厳しい財政状況、医療環境の中、また
異常気象の続く中、先生方のますますの御発展と御健勝を
心から願っております。

医療連携に支えられて50年

墨東病院  院長

古賀 信憲

医療連携で実現する最高の医療圏をもとめて
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はじめに
　平素より大変お世話になっております。
　平成 21 年 7 月から前任の竹村信彦部長のあとを
継いでおります井手隆文と申します。
　脳神経外科は 5 人の日本脳神経外科学会専門医と
若手医員、後期研修医たちで診療にあたっておりま
す。専門医は、私のほか、村尾昌彦医師、中村安伸
医師、花川一郎医師、栁橋万隆医師で、花川医師は
日本脳神経血管内治療学会専門医でもあり、下記に
述べます脳血管内治療も担当しております。また、
神経内科および救命救急センターの脳神経外科とも
協力しながら、地域の先生方と密に連携しまして当
科領域の地域医療に少しでも貢献できればと思って
おりますので、今後ともよろしくお願い申し上げま
す。
　当科の入院は、救急入院が過半数を占め、地域の
先生方から多くの患者さんをご紹介いただいており
ます。標準的な治療を基本とし、安定した結果を出
せるように、一同心がけております。今回は、特に
当科で力を入れております脳卒中に関連した疾患で
ある脳梗塞、脳動脈瘤、脳出血につきまして、地域
の先生方との連携でお願いしたいことをご紹介させ
ていただきます。

脳梗塞
　急性期では発症から 3 時間以内に施行する血栓
溶解療法 （t-PA 治療）が適応となることがあり、
かかりつけの先生方を介さずに救急車で来院され
ることが多いかと存じます。地域の先生方は、脳
梗塞の 1 次および 2 次予防のために、腎機能や循
環器系の状態も考慮にいれながら、高血圧症、糖
尿病、脂質異常症、高尿酸血症などの厳密なコ
ントロールを基本として、抗血小板療法や、心房
細動などが原因となる脳塞栓症の予防のための抗
凝固療法を行っておられるかと存じます。その過
程で頭頚部の MRA や頸動脈エコー検査で頚部内

頸動脈などの主幹動脈の狭窄や閉塞が判明するこ
とがあるかと存じます。頚部内頸動脈狭窄に対し
て、以前から頸動脈内膜剥離術（CEA）を行っ
ておりますが、最近では、血管内治療としてのス
テント留置術（CAS）も施行しております。中等
度以上の狭窄度の場合に、治療の適応を慎重に検
討させていただきます。同様に、内頸動脈閉塞や
中大脳動脈狭窄に対しては、浅側頭動脈―中大脳
動脈吻合術 （STA-MCA anastomosis）を施行し
ております。虚血発作の既往の有無や脳血流検査 

（SPECT）などの所見から適応を判断して、治療
させていただきますので、ぜひご紹介ください。
また、今年 3 月から、脳血管内治療としての血栓
回収療法、Merci リトリーバルシステムが国内認
可となっております。脳主幹動脈閉塞による発症
8 時間以内の急性期脳梗塞で適応になります。現
時点ではまだ治療経験がありませんが、対応可能
となっております。

脳動脈瘤
　クモ膜下出血の原因となる脳動脈瘤ですが、脳
ドックその他で施行した頭部 MRI, MRA で判明
することがあるかと存じます。これを経過観察と
すべきか治療すべきかにつきましては、日本脳
ドック学会の基準に従いながら、動脈瘤のサイズ
や形状、患者さんのご年齢や全身状態などから、
総合的に判断させていただきますので、ぜひご紹
介ください。治療は従来から行っている開頭ク
リッピング術だけではなく、脳血管内治療として
のコイル塞栓術も行っており、どちらが適してい
るかも判断いたします。

脳出血
　急性期では開頭血腫除去術などの外科的治療な
どを施行することがあります。出血の原因は大半
が高血圧症であり、厳密な高血圧症の治療の継続
が最大の再発予防策ではありますが、血管腫や血
管奇形、もやもや病が出血の原因であることもあ
ります。これらは出血の治療とともに、それぞれ
個別の管理が必要となります。脳動静脈奇形の場
合は、手術で摘出する際に、あらかじめ脳血管内
治療で導入動脈の塞栓術を施行することがありま
す。サイズや部位によっては定位放射線治療 （当
院ではエックスナイフ）あるいは定位放射線手術 

脳神経外科部長
井手 隆文
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（ガンマナイフ）の方が適している場合がありま
す。もやもや病では直接および間接血管吻合術を
施行しております。これらの疾患が、出血発症す
る前に、てんかん発作や虚血症状などをきたし、
頭部 MRI などで判明することもあるかと存じま
す。治療の方針を慎重に検討させていただきます
ので、ぜひご紹介ください。

　外科的治療はこれらの疾患の治療のほんの一部分
でしかすぎません。長期にわたる全身管理がもっと
も重要です。当科での治療が一段落しましたら、末
永い全身管理には地域の先生方のお力が必要です。
どうか、よろしくお願いいたします。
　脳腫瘍、頭部外傷その他の当科領域の疾患につき
ましても、どうかお気軽にご紹介いただければ幸い

です。当科の連携枠での初診の外来予約は数日以内
に取得が可能と思われます。しかし、脳神経外科疾
患は迅速な治療開始が必要な場面が多々ありますの
で、予約外での初診もお引き受けいたします。

墨東病院　救命センター　那須野 行則

　早いもので、３年目を迎える事になった、看護部看護
師確保・定着対策PTによる「キッズ体験イン墨東‘11」を、
今年も 8 月８日（月）9 日（火）の２日間にかけて開催
しました。今年度は兄弟姉妹の参加が多く、昨年を上回
る小学１年生から中学２年生の計 28 名の参加があり、
医療現場の見学・疑似体験を行いました。
　内容としては、レサシアンを使用しての BLS、蛍光塗
料を使用しての手洗い、放射線科見学、職場見学、ヘリ
ポート見学などを体験しました。
　BLSでは、息を切らし顔を真っ赤にしながら人工呼吸・
心臓マッサージを学びました。手洗いでは、実際に菌の
数・蛍光塗料を目の当たりにし、悲鳴や歓声が聞こえ、
何度も手洗いする光景がありました。放射線科において
は、XP・CT を用いてのカボチャの断層、ぬいぐるみを
用いての爆弾犯の捜索など、子供達は真剣な眼差しで画

像を見つめていました。「自宅でも演習をしています」
「フェイスシールドを持ち歩いています」と終了後のア
ンケートから、子供達にとって心に残る貴重な体験と
なったようでした。
　今年度も、看護師だけでなく医師・薬剤科・放射線科・
医事課からも多くの参加があり、コメディカルを含めた
取り組みとなっているのを実感しました。次年度も、
「キッズ体験イン墨東」により力を注ぎ、親の働く姿を見
学し、臨床への理
解を示すと共に、
未来を担う子供達
へ医学・看護への
興味を深めてもら
いたい！と思って
います。

キッズ体験 イン 墨東’11キッズ体験 イン 墨東’11

新しい外来診療について（ご案内）

外来化学療法室が
新しくなりました。

「手の外科」外来を
開設しました。

多発性骨転移疼痛緩和に対する
ストロンチウム治療について。

外来の化学療法室が６月より移転しました。ベッド数も４床から 10 床となり、患者さ
んのアメニティーも改善しました。「東京都認定がん診療病院」として、がん患者さん
のご紹介をよろしくお願いします。

金曜午後、整形外科、亀倉医師による「手の外科」外来を開設しました。対象疾患は、
切断指、血管損傷を含む手指外傷や、上肢の骨折、絞扼性神経障害、骨・皮膚欠損、その他、
手指拘縮、上肢の神経麻痺等です。「手の外科外来」でご予約ください。

癌の骨転移による疼痛緩和を目的として、ストロンチウム-89（メタストロン）による治
療を放射線科外来で開始しました。対象患者さんは、疼痛部位に骨シンチで集積があり、
骨髄機能、腎機能が保たれている患者さんです。放射線科外来にお申し込みください。
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登録番号

整形外科部長

麻 酔 科 部 長

内 科 医 長

麻 酔 科 医 長

昇　任
平成 23年
7月1日付

小 児 科 医 師

産婦人科医師

採　用
平成 23年
8月1日付

日根　幸太郎（ひね　こうたろう）

金井　宏幸（かない　ひろゆき）

鈴木　健雄（すずき　たけお）

臼井　亮（うすい　りょう）

高橋　英督（たかはし　ひでまさ）

神部　友香里（かんべ　ゆかり）

小 児 科 医 師

救命救急センター医師

耳鼻咽喉科医師

内 科 医 師退　職
平成 23年
5月31日付

退　職
平成 23年
6月30日付

退　職
平成 23年
7月31日付

水谷　真之（みずたに　さねゆき）

下澤　克宜（しもざわ　かつよし）

山本　豊（やまもと　ゆたか）

小川　慶（おがわ　けい）

平成23年度　区東部医療圏地域医療講演会
～講演会等のご案内 ▶　

【墨東病院開設50周年・東京ＥＲ墨東開設10周年】記念事業について

月 月310

平成 23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分からで事前申込は不要です。直接、会場へお越しください）

日　　時 会　　場 演　　　題 講　　　師 主催医師会

平成 23年度 ( 第 2回 ) 江東７地区歯科医師会連合会主催講演会は平成 24年 2月に開催予定です。　

10月12日(水)

11月９日(水)

１月11日(水)

２月８日(水)

３月７日(水)

東武ホテル
レバント東京

墨東病院 14F講堂

墨東病院 14F講堂

墨東病院 14F講堂

墨東病院 14F講堂

「小児肥満の捉え方と対処法について」

「インフルエンザ」

「震災後のPTSD」
（心的外傷後ストレス障害）

「予防接種（成人･小児）」

「最新の不整脈治療」

昭和大学附属豊洲病院
小児科准教授　田中 大介 江東区医師会

墨東病院
感染症科部長　大西 健児 江戸川区医師会

東京都医学総合研究所
副所長　飛鳥井 望 すみだ区医師会

墨東病院
感染症科医員　岩渕 千太郎 江東区医師会

東京臨海病院
産婦人科部長　河合 尚基 江戸川区医師会

●記念式典
　平成 23年 11月25日（金）17時～　墨東病院 14階講堂
●祝賀会
　平成 23年 11月25日（金）19時～　東武ホテル「レバント東京」


