
　都立墨東病院事務局長の斎田でございます。本年４月に、８年ぶりの病院現場ということで、
期待を胸に着任いたしました。
　地域の医療機関、先生方には日頃より大変お世話になっております。改めて、お礼を申し
上げます。

　　現在の医療課題を踏まえた地域医療再生計画の作成・公表

　さて、区東部保健医療圏の現在の医療状況ですが、この 10年あまりで小児人口が 7.3％増
加する一方、病院数や医師数等は全国的にみても少ない水準にございます。都全域では、小
児人口が減少傾向にあることや、一般病院総数や医師総数が全国 1位であることと比較しま
すと、明らかに様相を異にしております。
　本年 1月、区東部保健医療圏における東京都地域医療再生計画が作成・公表されました。
医療資源が少ない等の地域特性を踏まえ、医療提供体制の整備及び医療連携体制の構築を集
中的に進め、感染症医療、小児医療、周産期医療等について、課題解決を図るものです。

 　　10 年先の医療需要を見据えた、基本構想の策定・推進

　当院でも、10年先を見据え、救急・総合医療センターとしての機能を十全に果たすべく、かねてから看護宿舎の改築・
外来診療棟の改修を計画しておりました。今回、改修に併せ、地域医療再生計画における新型インフルエンザ等新興感
染症の脅威への的確な対応を行うため、新たに感染症病棟を建築します。
　現在、具体化に向け鋭意検討を進めている墨東病院「基本構想」ですが、目的は大きく３つあります。
　第一に、感染症対策として、全体に陰圧のかかる外来エリア及び個室の整備、同じく陰圧対応の人工透析室等、動線
も含め「独立」を基調とし、アウトブレイク時にも対応可能な整備内容を計画しています。
　第二に、年間救急患者数が５〜６万人に及ぶ、都内有数の救命救急センターとして、さらなる機能強化を図ります。ハ
イケアユニット、脳卒中ケアユニット等の整備により、手厚い医療・看護を実施するとともに、ERのワンフロアー化、
ワンウェイ動線の確保等を行い、迅速な患者搬送・診療体制を整備していく予定です。
　第三に、現在実施している地域医療需要調査等の結果も踏まえながら、外来化学療法の拡充、合併症を有する患者等
に対応する腎センターの設置など、将来の医療需要に積極的に応える整備を進めていく所存です。
　今年度は、将来に向けた戦略の第一歩として、まず、区東部保健医療圏初の ｢東京都認定がん診療病院 ｣になるため、
院を挙げて、準備を進めております。　

 　　一層の医療連携の推進とより良い医療サービスの提供に向けて

　当院としては、平成 25年度中の感染症病棟竣工、26年度の診療棟改修等、計画を着実に進めてまいります。
　しかしながら、ハードの整備ではまだ片翼であり、その機能を十全に発揮するネットワーク等、ソフト機能の充実が併
せて行われることにより、初めて、地域医療再生計画の目的が達せられます。このため、9月には、区東部感染症会議を
設置・開催しました。これまで、地域の医療機関・先生方に格別のご協力をいただいている、周産期や脳卒中のネットワー
ク、小児救急、精神科救急に加え、がん治療、新興感染症対応等、新たなネットワークの強化により、地域の先生方とと
もに、最高の医療圏の実現をめざして尽力してまいります。
　ご意見、ご協力、時にはお叱りも含めて、率直に賜りたく、引き続きご支援のほど、重ねてお願いを申し上げる次第です。

墨東病院医療連携室よりのご挨拶

墨東病院事務局長

斎田 ゆう子
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医療連携で実現する最高の医療圏をもとめて



腎臓内科腎臓内科

はじめに

　墨東病院腎臓内科は現在、常勤医師 3名、非常勤

医師 2名、研修医 1〜 2名の体制で運営しています。

平成 22 年 3 月に末永松彦部長が退職され大きな柱

を失った感もありましたが、現在も非常勤医師とし

て外来業務を支援していただくと同時に腎臓内科の

診療に関して指導をしていただいています。

　腎臓内科として外来、病棟患者さんの治療を行

うだけではなく、透析室の診療、運営も行ってい

ます。腎不全の初期から、透析導入、維持透析患

者さんの合併症まで腎疾患に関連した患者さんを

一貫して診療できるような体制作りと技能の向上

に努めています。

診療内容

　診療領域は、保存期の腎疾患全般、糖尿病性腎症、

ネフローゼ症候群、高血圧、膠原病、末期腎不全患

者の血液透析療法、腹膜透析療法、内シャント作成、

シャントPTA、腹膜透析カテーテル挿入、血漿交

換療法、白血球除去療法、エンドトキシン吸着療法、

腹水濃縮など幅広い診療を行っています。

　腎臓内科の外来は月曜日から木曜日まで毎日新患

外来を行っています。当科では健診で軽度の血尿、

蛋白尿、腎機能障害を指摘された方の精密検査を積

極的に行っております。腎障害は症状がでる前に治

療したほうが治療成績がいいことが知られており、

軽度の異常であっても、治療適応の有無について精

査を行うようにしています。

　治療適応のある方には 1週間前後の入院で、腎生

検を施行して治療方針を決定しています。当科では

年間 50 例前後の腎生検を施行しています。腎生検

は全例、光学顕微鏡、蛍光顕微鏡、電子顕微鏡の標

本を作製し、定期的に病理医とカンファレンスを行

い正確な診断に努めています。

　IgA 腎症に対する扁桃腺摘出＋ステロイドパルス

療法も積極的に行っており良好な成績をおさめてい

ます。当科ではネフローゼ症候群、急性腎不全、急

速進行性糸球体腎炎などの症例も多く免疫抑制剤の

使用も多数行っています。

　透析室は 8 床（うち隔離病床 2 床）と少ないので、

当院入院患者の透析を主体に行っています。2009

年は血液透析 2730 回、血漿交換療法 4 回、白血

球除去療法 22 回を行いました。技師 2 人、看護

師 2 人の体制で 2 クールの透析を行っています。

全身状態が不安定な患者さんが多いので、他科入

院の透析患者さんであっても当科の医師が併診し、

採血データーや体重管理などきめ細かい管理をす

るように心がけています。

　2009 年の透析導入は 42 件でした。そのうち、血

液透析は 40 件でした。当科では腎疾患患者さんの

一貫した診療をモットーに内シャント造設術も行っ

ております。人工血管内シャント、シャント修復な

どは当院胸部外科と協力して手術にあたっていま

す。昨年から腹膜透析も開始しました。昨年は腹膜

透析に 2名新規に導入し、本年もすでに 2名の新

規導入を行っています。腎移植に対するインフォー

ムドコンセントも行っており、適応のある方は近隣

の移植施設をご紹介しています。

外来紹介の方法

　外来は予約制になっておりますので、患者さんは

予約センターで予約をとって受診していただきた

く、お願いいたします。健診での尿異常、軽度腎障害、

急性腎不全、透析導入、腎不全患者の合併症など腎

疾患に関する幅広い患者さんを受け入れています。

　より専門性の高い治療をするために予約をとっ

て、紹介状を持参いただきたいと思います。初診診

療時間内に予約外で受診されても、待ち時間が長く

なることがありますが対応しております。お急ぎの

場合は当科にご連絡をいただければ、外来日以外で

あっても、可能な限り対応いたします。

腎臓内科医長
井下 聖司



腎臓内科腎臓内科

おわりに

　日本の CKD患者さんは約 1300 万人と推計され

ています。CKDキャンペーンで一般の方々にも腎

疾患について周知されつつありますが、まだまだ医

療機関未受診の末期腎不全患者さんが多数来院され

ます。末期腎不全患者を少しでも減らせるように今

後ともより良い形での病診連携を構築できますよ

う、何卒よろしくお願い申し上げます。

イン 墨東 '10キッ ズ 体 験
　看護部看護師確保・定着対策 PT では、昨年
に続き、「キッズ体験 イン 墨東＇10」を、8 月
10 日（火）・11 日（水）の2 日間にわたり開催
しました。参加者は、小学 2 年生から中学 2 年
生で、2 日間で 19 名の子ども達が医療を体験し
ました。
　体験内容は、レサシアンを使用した BLS、イ
ンフルエンザに備えてマスクの正しいつけ方と
手洗いを実体験しました。
　手洗いは、子ども達一人ひとりの手の菌数を
チェックし、あまりの菌数の多さに、喚声が上がっ
ていました。
　職場体験では、両親の働く姿から、仕事の大
変さを感じとってくれたようです。放射線科見
学では、CT や X－P の機能を、かぼちゃを使っ
てうつり方の違いを説明したり、人形を使って
誤飲してしまった患者に見立てて透視で何を飲
み込んでしまったか見てみたりと、趣向を凝らし

た内容でとても勉強になりま
した。（雑学王に一歩近
づいたかも）
　今年度は新たに「患
者・看 護 師 役 体 験 」
コーナーを設けました。
車イス乗 車・ストレッ
チャー・血圧測定を子ども
達が互いに患者・看護師役を
実体験しました。ストレッチャーか
らベッドへの移動は、遊びのような中から安全・
安心に移動する難しさを感じているようでした。
　子ども達は、「チョー、楽しかった」「来年も
来ます」と言う言葉を残し、4 時間という楽し
い時間を共有しました。来年も PT メンバーは
頑張ります！?！?

看護部看護師確保・定着対策PT　看護長　桜井 範子



講演会等のご案内

「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修」のお知らせ

平成２２年度　区東部医療圏地域医療講演会
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10月13日（水）

日　　時

東武ホテル
レバント東京

会　　場

順天堂東京江東高齢者センター
院長補佐  一宮 洋介 江東区医師会

講　　　師

アルツハイマー型認知症の治療

3月 9日（水）
東京臨海病院
循環器科内科　戸坂 俊雅 江戸川区医師会最新の不整脈治療

11月10日（水） 墨東病院 14F講堂 墨東病院　小児科医長　伊藤 昌弘
　　　　　感染症科医員　岩渕 干太郎 江戸川区医師会インフルエンザについて

1 月12日（水） 墨東病院 14F講堂 （未　定） すみだ区医師会（未　定）

2月 9日（水） 墨東病院 14F講堂

墨東病院 14F講堂

墨東病院泌尿器科医師 江東区医師会前立腺癌の治療と診断

演　　　題 主催医師会

平成 22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～で、参加費は不要です。地域の先生方のお越しをお待ちしております。

平成 22年12月18日（土）～19日（日）2日間　※時間は現在調整中（18日午後から夜間、19日は午前・午後の予定）　　　　　
東京都立墨東病院　診療棟 5階　大会議室
がん診療に携わる医師　定員 30名程度（予定）
無　料（ただし昼食代、茶菓子費等を別途いただく予定です）

 Tel 03-3633-6151 内線 2102, 2100

都立墨東病院では、厚生労働省の「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針」に基づいた研修を
下記のとおり実施いたします。（すべてのプログラムを終了すると、厚生労働省健康局長より修了証が授与されます。）

平成 22 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 23 年 2 月に開催予定です。

10月～ 3月
❖ ❖

墨東病院人事異動（医師） 
新生児科医師

麻 酔 科 医 師

九島　令子

齋藤　貴幸

（くしま　れいこ）

（さいとう　たかゆき）

採　用
平成 22年
7月1日付

麻 酔 科 医 師 掛水　真帆（かけみず　まほ）退　職
平成 22年
6月30日付

開催日時
開催場所
対 象 者

12月18日（土）　午後～夜間の予定

参 加 費

※申込要領、その他詳細（時間等）につきましては、後日ご案内いたします。

1. プレテスト
2. 緩和ケア研修会の開催にあたって【講義】
3. 緩和ケア概論【講義】
4. がん性疼痛の評価と治療【講義】
5. アイスブレーキング
6. がん性疼痛事例検討【グループ演習、ワークショップ】
7. オピオイドを開始するとき【ロールプレイ、ワークショップ】

12月19日（日）　午前～午後の予定
 8 . 呼吸困難【講義】
 9 . 消化器症状【講義】
10. 精神症状
11. コミュニケーションロールプレイ
12. コミュニケーション講義
13. 地域連携と治療・療養の場の選択【講義、グループ演習、ワークショップ】
14. ふりかえり【プレテストの解説】
15. 修了書授与

問合せ先 都立墨東病院 医事課 医事管理係


