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平成23年6月20日発行

　今年の 4月 1日付けで墨東病院看護部長として着任しま
した黒坂眞理子です。私は墨東病院での勤務歴は長く今回
で 4回目の着任となります。区東部医療圏、隅田川以東に
ある唯一の都立病院として 24時間 365日救急患者を受け
入れ、その中で職員は使命に燃えて元気で働くイメージが
私の中にあります。そのような病院でまた勤務できること
を誇りに思っています。
　3月に発生した東日本大震災は、日本の歴史上でも類を
見ない甚大な被害をもたらしました。東北 3県の病院で約
7割が建物の損壊や停電などで診療に支障をきたしている
と報道され、同じ医療者として非常につらいところです。
当院は災害拠点病院として、地震発生直後からD−MAT、
医療救護班など現地に派遣し活動を行い、現在も継続して
います。今回の経験を活かし災害発生時の体制強化が必要
であると強く実感しています。院内においては、各病棟に
災害対策看護師を配置していますが、災害発生時に速やか
に対応できる知識・技術・危機管理意識の更なる向上と体
制整備が急務です。区東部医療圏の医師会・病院等で「区
東部災害対策ネットワーク会議」を設立し連携強化を図っ
ていますが、看護部門でも災害発生時に地域の医療機関の
方々と協力できるよう、日頃から防災に関する情報交換や
災害訓練を協同で実施する等、連携強化が大切です。
　ここで、平成 22 年度から東京都NICU退院支援モデル
事業として取り組んだ内容についてご紹介いたします。周
産期コーディネーター（助産師）を配置し、NICU入院児
の退院に向けた院内・地域関係機関との連絡・調整を行い、
在宅への円滑な移行へと繋ぐことができました。また退院
後も地域保健医療機関ネットワークのサポートにより安心
した育児と療育環境の提供ができました。今後は在宅療育
に向けての連携強化を図り、地域訪問看護ステーションと
の協働で退院指導を行う、区東部地域との合同カンファレ
ンスの開催など、地域の医療機関・施設の皆様とともに連
携を深めたいと考えております。
　さて今年の 4月から区東部としてはじめて東京都認定が
ん診療病院に指定されました。今までも質の高いがん看護
を提供するために日々努力してきましたが、更にがん看護

に必要な専門的知識・技術
を習得できるよう看護師の
育成を図っていきます。院
内には医師、薬剤師、がん
性疼痛看護師、看護師、
MSWからなる緩和ケアチー
ムが活動していますが、今
年度から各病棟にも緩和ケ
アナースを配置し、患者さ
んの訴えに耳を傾けできる
だけ速やかに苦痛の緩和に
努めたいと考えています。
在宅医療に移行することも多く、これまでも地域医療機関、
訪問看護ステーションなどの方々との連携を行ってきまし
たが、今後も更に連絡を密に話合いができたらいいと思っ
ています。
　また、当院では退院調整看護長を配置し退院支援・調整
に当たっています。救急患者を 24時間受け入れ地域の基
幹病院として役割を果たすために、入院時から退院を見据
えて、患者さんが退院・転院してもより適した療養が受け
られるために調整しています。院内で医師、医療相談室、
看護相談室等と連携し、地域の医療機関へと繋いでいます。
近年在院日数が短く、問題を抱えて在宅へ退院する患者さ
ん（特に医療処置が多い場合）に対して、継続した医療・
看護が受けられるよう連携強化を図っています。在宅で関
わりの多い訪問看護ステーションとの相互理解を深めるた
めに、年 2〜 3回勉強会を開催し、在宅の現状や医療現場
での最新情報を共有し意見交換を行っています。
　以上取り組みについて書きましたが、どの内容について
も地域との連携が重要であることを認識させられます。い
つでも気軽に連絡を取り合い、患者さんにとってより良い
療養環境を提供するための方策を一緒に考え、目標達成に
向けて取り組んでいきたいと思います。
　これからも地域医療機関・看護訪問ステーションの皆様
から、墨東病院看護部にご意見・ご要望をいただけたら幸
いと存じますので、どうぞ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　看護部長

黒坂 眞理子

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

　当科は 2011 年 4月より 2名増員となり、常勤医 5名

の新体制でスタートしました。胸部心臓血管外科は、関

連した循環器科、呼吸器科や麻酔科医師、臨床工学技師、

専門的な知識と経験を持った看護職員、検査部門職員な

ど、総合的な能力が必要とされる診療科です。当科は病

院全体からのバックアップにより、「最適かつ最新な治療

方法」を提示・提供致します。今後も、救急疾患に対す

る迅速な対応を含めて、皆様のご期待に応えられるよう

努力致します。

診療内容　

　基本方針として、救命救急センター・ER、循環器科

と連携した 24 時間対応、総合病院としての利点を生か

した安全で質の高い医療、御紹介頂いた病医院との医療

連携の 3点を念頭に診療を行っております。

　心臓血管外科部門では、待機予定手術、緊急手術を問

わず、あらゆる疾患に対応致します。他院で治療に難渋

されている方もご相談下さい。対象疾患と手術は、虚血

性心疾患（冠動脈バイパス手術、僧帽弁形成術）、心臓

弁膜症（弁形成術、弁置換術）、大動脈瘤（胸部・腹部）、

急性大動脈解離、不整脈（心房細動）に対するメイズ手術、

重症心不全に対する複合手術（左室縮小形成術や弁形成

術を含む）、末梢動脈疾患などです。スタッフは、石川

進（部長）、片山康（医長）、三島秀樹（医員）です。石

川（新任）は、群馬大学、メルボルン大学（豪）、帝京

大学などで心臓血管外科の診療に従事し、特に救急疾患

（急性大動脈解離、急性心筋梗塞）や重症心疾患（弁膜症、

心不全）の手術経験が豊富です。

　呼吸器外科部門では、肺、縦隔、胸壁等の外科診療に

当たっています。総合病院としての特性を生かして、心

筋梗塞治療後、人工透析中、糖尿病等の合併症がある患

者さんの手術が可能です。原発性肺癌では呼吸器内科と

連携し、患者さんの合併症も考慮しつつ治療方針を決

定しております。胸部異常影として未確診で御紹介頂

き、常勤病理医による術中診断に基づいて手術を行う場

合も多くなっております。必要に応じ胸腔鏡も多用して

おります。転移性肺腫瘍は大腸癌、腎癌、婦人科系癌等

で、院内他科や近隣の病院より御紹介を頂いております。

自然気胸は当院ER、呼吸器内科と連携した診療体制と

なっており、保存的治療の段階では主に外来通院で対応

し、手術適応の患者さんにほぼ全例に胸腔鏡手術を施行

しております。その他、胸部異常影として発見される肺

良性腫瘍、感染症、縦隔、胸壁疾患についても診断・治

療を行っております。スタッフは、伊藤淳（医長）、江

花弘基（医員）です。江花（新任）は、日産厚生会玉川

病院（気胸研究センター）、松戸市立病院、東京都保健

医療公社大久保病院等に勤務し、得意分野は気胸を始め

とする肺嚢胞性疾患の内視鏡手術です。

外来紹介の方法

　外来は予約制となっておりますので、患者さんは予約

センターで予約をおとりになって受診いただくよう御願

い致します。専門性の高い治療を迅速に提供できるよう

に、ご紹介状の持参を御願いします。お急ぎの場合には、

ご紹介医の方から電話でのご一報を頂ければ、外来時間

以外でも可能な限り対応致します。

おわりに

　近年、動脈硬化に起因する心臓血管疾患や肺がんを初

めとする呼吸器疾患は増加傾向にあります。また、高齢

化社会の到来やいわゆる成人病により、脳血管疾患、糖

尿病、腎機能障害などの合併症を有する方も増えており、

手術方法や手術後管理にも工夫が必要となっています。

当科では、総合病院としての利点を生かして、院内各科

の協力によって患者さん個々に最適な治療を行います。

（文責：石川　進）

胸部心臓血管外科部長
石川 進



都立墨東病院は「東京都認定がん診療病院」の
指定を受けました

　墨東病院は平成 23 年 4 月 1 日付で、東京都福祉保健局より「東京都認定がん診療病院」の指定を受け
ました。「東京都認定がん診療病院」とは、東京都におけるがん医療水準の向上を図るとともに、都民に安
心かつ適切ながん医療を提供することを目的として、国が指定するがん診療連携拠点病院と同等の高度な診
療機能を有する病院を東京都が独自に認定するものです。当院では東京都認定がん診療病院として、様々な
取組みを行っています。今後も地域の医療機関の皆様と連携しながら、区東部地域のがん診療の更なる充実・
強化を目指してまいります。

　患者さんが自らの病状や治療に十分納得し、最良の
治療法を主体的に選択するために、主治医以外の医師
の意見を聞くセカンドオピニオンを実施しております。
　現在、5大がん（胃がん・大腸がん・肺がん・乳がん・
肝臓がん）を中心としたがんの診断・治療について、
他の病院から当院へのセカンドオピニオンを受け付け
ております。

セカンドオピニオンセカンドオピニオン

乳がん、大腸がん、胃がん、
肺がん、肝臓がん、胆道がん、
すい臓がん、血液がん

●予約センター
03－3633－5511へ
お電話にてお申し込みください。

　緩和ケアについては、国のがん対策推進基本計画において「すべてのがん診療に携わる医師が研修等により、緩和ケア
についての基本的知識を習得する」ことが目標として掲げられています。
　これに基づき当院においても平成22年度から、「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催について（平成
20 年 4 月 1 日付け健発第 0401016 号厚生労働省健康局長通知）」に準拠した緩和ケア研修会を実施しております。修了
者には、厚生労働省から修了証書が交付されます。
　平成 23年度は平成 24年 2月 4、5日で開催する予定です。

　がんの患者さんやご家族などからのご相談窓口を設
置しております。病気のこと、治療のこと、今後の療
養や生活のことなどについて、医療ソーシャルワーカー
がご相談をお受けします。相談内容に応じて、医師、
看護師、薬剤師、心理士等のスタッフや関係機関との
連携体制を整えております。

10 時～12 時、
13 時～16 時

03－4461－6272（直通）
※面談による相談は要予約です。

　年に1回、都民の方を対象として、がんに関する市民
講座を開催しております。
　22年度は乳がんをテーマに開催いたしました。

がんに関する
市民講座
がんに関する
市民講座

キャンサー
ボード
キャンサー
ボード

　キャンサーボードとは、手術療法、放射線療法及び
化学療法に携わる医師その他の専門を異にするスタッ
フ等によるがん患者の症状や治療方針等を検討・意見
交換を行うためのカンファレンスのことです。
　当院でも診療科をまたいだ検討会は行っておりまし
たが、平成 22 年よりキャンサーボードとして定期開催
を始めました。今後はオープンにして、地域の先生方
にも御参加いただければと考えております。がん診療に携わる

医師に対する緩和ケア研修
がん診療に携わる
医師に対する緩和ケア研修

がん相談支援センターがん相談支援センター

☆詳しくは、当院のホームページ

　

http://www.bokutoh-hp.metro.tokyo.jp/　をご覧ください。

相談受付時間

電話番号

セカンドオピニオン対象がん

予約受付



第 11 号

●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

登録番号

看護部　大橋 真由美

　5月16日（月）10時～13時、病院の１階ロビーにて
「看護の日のイベント」を行いました。イベント内容は
①計測（身長・体重・血圧・握力・体脂肪測定・血糖測定）
②体験（感染予防のための正しい手洗いの方法、エコ
ノミークラス症候群の予防）③ＡＥＤ体験コーナー（救
急蘇生と AED 体験）④相談のコーナー（栄養相談・お
薬相談・CT の画像紹介）4 つのコーナーを設けて行
いました。参加された延べ人数は 550 名で、イベント
開始前から計測コーナーに訪れる参加者の方もいらっ
しゃり、大盛況でした。参加された方からは「とても
いい企画なので毎年企画してほしい」とのご意見をい
ただきました。次年度も皆さんに楽しく参加していた
だける催しを企画していきます。

21世紀の高齢化社会を支えていくためには、看護の心、ケアの心、助け合
いの心を、私たち一人ひとりが分かち合うことが必要であり、こうした心を
老若男女を問わずだれもが育むきっかけとなるよう、旧厚生省により、「看
護の日」が制定されました。近代看護を築いたフローレンス・ナイチンゲー
ルの誕生日にちなみ毎年5月12日が「看護の日」になりました。
 （日本看護協会ホームページより）

墨東病院人事異動（医師） 

胸部心臓血管外科部長
内 科 医 長
整形外科医長
リウマチ膠原病科医長
内 科 医 師
小 児 科 医 師
小 児 科 医 師
外 科 医 師
胸部心臓血管外科医師
皮 膚 科 医 師
泌尿器科医師
新生児科医師
救命救急センター医師
救命救急センター医師
総合診療科医師
麻 酔 科 医 師

石川　　進
藤ヶ﨑浩人
亀倉　　暁
島根　謙一
山﨑　　潤
石渡　久子
加藤　雅崇
進藤　潤一
江花　弘基
野老　翔雲
萩原　　奏
来住　　修
菅原　留奈
中川　誉之
古宮　伸洋
半田　敦子

●採用（平成 23年４月１日付）
（いしかわ　すすむ）

（ふじがさき　ひろと）

（かめくら　さとる）

（しまね　けんいち）

（やまざき　じゅん）

（いしわた　ひさこ）

（かとう　まさたか）

（しんどう　じゅんいち）

（えばな　ひろき）

（ところ　しょううん）

（はぎわら　かなで）

（きずみ　おさむ）

（すがわら　るな）

（なかがわ　たかゆき）

（こみや　のぶひろ）

（はんだ　あつこ）

脳神経外科医師 平岡　史大
●採用（平成 23年５月１日付）

（ひらおか　ふみひろ）

内 科 部 長 忠願寺義通
●昇任（平成 23年４月１日付）

（ちゅうがんじ　よしみち）

救命救急センター医師 貝原　俊樹
●兼務（平成 23年５月１日付）

（かいはら　としき）

内 科 部 長
整形外科医師
産婦人科医師

澁谷　泰寛
増山　直子
吉野　美幸

●転入（平成 23年４月１日付）
（しぶや　やすひろ）

（ますやま　なおこ）

（よしの　みゆき）

循環器科部長 久保　一郎
●退職（平成 23年４月１８日付）

（くぼ　いちろう）

循環器科医師 金子　伸吾
●退職（平成 23年４月３０日付）

（かねこ　しんご）

神 経 科 医 師
産婦人科医師
歯科口腔外科医師
歯科口腔外科医師
歯科口腔外科医師

源田　圭子
小林　信一
重松　司朗
田中　潤一
伊藤　亜希

●兼務（平成 23年４月１日付）
（げんだ　けいこ）

（こばやし　しんいち）

（しげまつ　しろう）

（たなか　じゅんいち）

（いとう　あき）

リウマチ膠原病科医長
リウマチ膠原病科医長
内 科 医 師
神 経 科 医 師
小 児 科 医 師
外 科 医 師
脳神経外科医師
皮 膚 科 医 師
泌尿器科医師
産婦人科医師
新生児科医師
救命救急センター医師
救命救急センター医師
麻 酔 科 医 師
麻 酔 科 医 師

和宇慶晃一
越智　小枝
三澤　慕子
石田　寿人
羽生　政子
京田　有介
野末　恭子
宗次　太吉
向山　佳宏
加藤　雅彦
平林　文誉
伊澤　直広
豊岡　青海
竹内　圭志
齋藤　貴幸

（わうけ　こういち）

（おち　さえ）

（みさわ　もこ）

（いしだ　ひさひと）

（はぶ　まさこ）

（きょうでん　ゆうすけ）

（のずえ　きょうこ）

（むねつぐ　たきち）

（むかいやま　よしひろ）

（かとう　まさひこ）

（ひらばやし　ふみよ）

（いざわ　なおひろ）

（とよおか　せいかい）

（たけうち　けいし）

（さいとう　たかゆき）

内 科 部 長
整形外科医長
内 科 医 長

家城　隆次
佐々木哲也
鎌田　智幸

●退職（平成 23年３月３１日付）
（いえき　りゅうじ）

（ささき　てつや）

（かまた　ともゆき）

平成 23年度の日本看護協会のテーマ看護の日の
イベント

?「看護の日」とは

「ずっと忘れられない看護がある」「ずっと忘れられない看護がある」

内 科 医 師 桑原　宏哉
●採用（平成 23年６月１日付）

（くわはら　ひろや）


