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　あけましておめでとうございます。新年にあたり
謹んでご挨拶申し上げます。
　新型コロナウィルス感染症の第６波がどうなるの
か、新たな変異株であるオミクロン株がどう影響す
るのか不安の中、執筆しております。令和４年が明
るい兆しを感じて迎えられたのか、事態悪化の中な
のか不明ですが、前者に近い状態で迎えられている
ことを願いたいです。
　さて私の院長就任後、まもなく２年になります。
この間、皆様のもとへ訪問させていただき、直接ご
挨拶や医療連携強化のお願いをすることがなかなか
叶わず、申し訳ありません。本年こそ顔の見える関
係を構築していけるよう努力いたします。
　皆様方もコロナの様々な影響を受けられたと思い
ますが、令和３年の大塚病院も令和２年に引き続き
対応に追われた１年でした。３月末までに多くの職
員のコロナワクチン２回接種が完了できたこと、診
療経験を積むにつれ対応のルーチン化が進んだこと
等より「病院崩壊」というような大きな破綻なくコ
ロナ診療を続けることができました。とはいうもの
の８月の第５波のピーク時は病床も職員も逼迫しま
した。皆様方にも一般診療の制限をお伝えせざるを
得なくなりました。現在患者再増加の際の備えはし
ておりますが、あの時のような対応を迫られないこ
とを願っております。
　ご承知のこととは思いますが、大塚病院は老朽化
のための大規模改修工事中です。今年はいよいよ病
棟の工事が始まります。病床数が制限されますが、

周産期や救急をはじめとして診療制限は可能な限り
しないで済むよう調整していきます。コロナ診療と
重なる可能性もある微妙な時期ですが、水漏れなど
配管を中心とした不具合が続発しており猶予がない
状態です。工事終了は2023年度の予定です。しば
らくの期間、当院の医療機能を保ちながら安全な工
事を心がけてまいる所存です。
　各診療科医師へ直接電話が繋がる、緊急診療依頼
直通電話（ゴールド電話：03-3941-7890）も一時
制限させていただきました。現在は平常に戻り運用
させていただいております。平日夜間20時まで、
土曜日は12時までの運用です。是非ご利用くださ
い。なお少人数医師の診療科は夕方17時以降と土
曜日は対応が困難なこともございます。このあたり
の事情はご理解いただけると幸いです。
　令和４年が皆様方にとりまして「良い年」となり
ますよう、大塚病院もその一端を担わせていただき
ます。本年もよろしくお願いいたします。

新年のご挨拶
 　院長　松本　　潤　　　

前列左より：三部副院長、松本院長、忠願寺副院長
後列左より：川島医事専門課長、石黒事務局長、武良看護部長、
　　　　　 山本庶務課長、小﨑医事課長
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　総合アレルギー外来として小児科入間田医師
と皮膚科井上医師が診療していましたが、2021
年4月より第１・4水曜午後に内科が加わるこ
とになり、名称もアレルギー外来といたしまし
た。成人の食物アレルギー診療、アナフィラキ
シー後の原因検索及び管理を対象として診療を
行っております。それらの診療は引き続き行い
ますが、今回は内科で取り扱う疾患といたしま
して、気管支喘息や過敏性肺炎などがあります
のでご紹介いたします。 
　気管支喘息の診断には呼吸機能検査などの実
施が望ましいですが、高血圧における血圧測定
や糖尿病におけるHbA1cほど簡便ではないた
め、充分に普及していません。そのため疫学調
査は質問票調査によって行われます。その調査
によると喘息の有病率は増加傾向にあります。
その一方で喘息死の患者数は喘息診療の進歩に
より年々減少傾向にあり、1990年代には年間
6,000人前後の方が喘息で亡くなられていまし
たが、2019年には年間1,480人にまで減少して
きました。我々は喘息死ゼロを目指して努力し
ております。 
　気管支喘息患者数の増加に伴い各診療機関で
も喘息の患者さんを診察される機会が増えてい
ると思われます。治療開始により治療効果があ
っても症状が残存している患者も一定数いると
報告されています。その原因として吸入の仕方
やアドヒアランスの問題があります。忙しい日

常診療の合間では十分に
吸入の指導もできない現
状もあるため、調剤薬局
も含めてかかりつけ医と
ともにタッグを組み診療
にあたる必要があると思
われます。 
　また、2006年の調査に
よるとアレルギー性鼻炎患者の7％に喘息が、
喘息患者の65%にアレルギー性鼻炎の合併が見
られました。その他にも気管支喘息にはアトピ
ー性皮膚炎やその他のアレルギー性疾患の合併
もよく見られます。吸入も毎日きちんとできて
いるのにも関わらず咳などの症状が変わらない
場合や気になることがありましたら、合併症の
評価なども含めお気軽にご紹介いただければと
思います。 
　水回りのカビや加湿器の使用、鳥などが周囲
に多い環境、有機溶剤噴霧を職業で使用してい
る方で、咳や呼吸困難などがある場合には過敏
性肺炎の可能性もあります。胸部X線でははっ
きりわからないことも多く、CTでようやく見
つかることもあります。東京医科歯科大学アレ
ルギーセンターや呼吸器内科とも連携して診断
治療を行いたいと思いますので、こちらもご紹
介いただければと思います。 
　今後ますます強い連携をめざしていきたいと
考えますのでよろしくお願いいたします。 

01 毎月　第1・第4水曜　13：30～15：30
　　　　◯喘息を中心に、その他アレルギー全般に関する診察を行います。
　　　　◯診察場所は、内科外来診察室となります。

02 毎月　第2・第4金曜　13：30～14：00／14：30～15：00
　　　　◯アレルギー全般に関する診察を行います。
　　　　◯診察場所は、第２金曜は小児科外来・第４金曜は皮膚科外来診察室となります。

内科医長

藤江  俊秀

リニューアルのお知らせアレルギー外来

診療スケジュール・場所



　当院では、在院日数が短縮する中で、入院さ
れた患者さんが早期に在宅、社会復帰できるよ
うに様々な支援を行っています。人工肛門や人
工膀胱を造設した患者さんやご家族が、退院後
の日常生活でケアに困ることや悩みを抱えるこ
ともあります。このような際に、皮膚・排泄ケ
ア認定看護師（WOCN）は、患者さんやご家族と
関わり、安心して過ごせるように外来でのサポ
ートを行っています。さらに、ケアが継続でき
るよう地域の医療機関とも連携しています。
　ストーマ外来では、主として次の役割をして
います。
①退院後の定期健診
②セルフケア指導
③装具やストーマケア用品の情報提供と選択
④日常生活指導
⑤人工肛門閉鎖後の失禁や排尿・性機能障害
　相談や関連科との連携、紹介
⑥社会保障の相談や関連部署との連携の場

　本年10月より「ストーマ外来」として診察
室が新設しましたのでご紹介いたします。
　診察室は、１階外来にあります。「ストーマ
外来」とわかりやすい表記にしています。患者
さんのプライバシーに配慮し、呼び出しはせず
に、個々に診察室にご案内をしています。診察
室は広めのスペースを確保しています。腹部を
診察するための可動式のストレッチャーを配置
し、車椅子で来院された患者さんにも臨機応変
に対応できるようにしています。また、備え付
けの洗浄シンクは、外来中に排泄物を破棄する

ときにも使いやすいよう高めの縦長シンクを設
置しました。
　これからもストーマ管理だけではなく、皮膚・
排泄ケアの領域である創傷や排泄に関する患者
さんやご家族の気懸かりが、改善されるようサ
ポートしていきます。また、高齢化における地
域との連携の必要性が高まる中で、専門的なス
キルを活かし連携を深めて継続した支援ができ
るよう取り組んでいきます。どうぞよろしくお
願いします。

check!

ストーマ外来の受診をご希望される場合は、まず外科外来または泌尿器科外来をご予約下さい。

その際、紹介状に「ストーマ外来希望」と明記して下さるようお願いいたします。

入口にはプライバシーが保てるようにカーテンがあります。

可動式ストレッチャーでスペースを広く使えます。

看護支援部門  皮膚・排泄ケア認定看護師　勝田　晶子

ストーマ外来診察室新設のご紹介
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第290回 医療連携医科研修会　2022年1月13日（木）　午後7時30分～午後8時30分

「失神をどう診るか」 内科（循環器） 医長　弓場　隆生

〇開催方法は感染状況に応じて、現地開催、web開催、現地とwebの併用開催のいずれかとなります。
　開催日近くになりましたらご案内チラシにてご連絡させていただきます。
〇参加費用は無料で、事前申込みが必要です。
〇現地開催時は新型コロナウイルス感染症拡大対策として、三密回避に留意して開催します。そのため、人数制限をさせて
いただきます。
　出席者にはマスクの着用、受付時の手指消毒、体温測定に協力をお願いします。

医 療 連 携
医科研修会
医 療 連 携
医科研修会

第291回 医療連携医科研修会　2022年3月10日（木）　午後7時30分～午後8時30分

「こどもの人権と小児科医」 小児科 医員　江崎　隆志

お世話に
なりました

よろしく
お願いします

03（3941）7468（直通）
03（3941）3211（内線2138）

受付時間は〈月～金〉9：00～17：00  〈土〉9：00～12：30

受付時間は〈月～金〉9：00～20：00  〈土〉9：00～12：00

【予約専用電話】 03（3941）5489

【代表電話】 03（3941）3211　緊急・休日・夜間の場合　

　当院は緊急の場合を
　除き原則予約制です。

　医療連携についての
　お問い合わせ

上部・下部消化管内視鏡検査に関するご連絡も上記医療連携担当へお願いいたします。

患者支援センター 医療連携担当

03（3941）7890　緊急診療依頼直通電話
（Dr to Dr）

糖尿病基礎講習・糖尿病教室のご案内（令和4年1月～3月）
　通院中の糖尿病患者さんを対象に糖尿病の基礎を学んでいただく「糖尿病基礎講習」と、糖尿病とつき合うため
の生活に役立つ「糖尿病教室」の２部構成で行っています。①から⑥の６回シリーズを全て受講すると修了証を
お渡しています。ぜひ、ご利用ください。   内科医長  中村  佳子

　

　

医療連携研修会のご案内医療連携研修会のご案内

令和３年９月30日付  退職 小児科医員　　　四宮田　悠

令和３年10月１日付  採用
整形外科医長　　豊島　洋一
小児科医員　　　鈴木　麻里

1～3月1～3月

〈糖尿病基礎講習〉
＊水曜日
  1/5 　1/19 　2/2 　2/16　 3/2　 3/16
  ５階小講堂にて　※要予約
  午後2時～ ①糖尿病と付き合うための第一歩…医師による
  午後3時～ ②今日からできる食事療法（※指導料あり）
…………………………………………管理栄養士による

  ※糖尿病集団栄養食事指導が必要な患者さまは、
  先に糖尿病初診の診療予約をお取りください。

〈糖尿病教室〉
＊木・金曜日　午後３時から　５階小講堂にて
　第1回（1/6　1/20　2/3　2/17　3/3　3/17）  
　③血糖はなぜ上がる 体のしくみと関連検査 ④糖尿病のお薬を知ろう

………………………………臨床検査技師・薬剤師による
　第2回（1/7　1/21　2/4　2/18　3/4　3/18） 
　⑤毎日ここを気をつけよう ⑥運動療法のススメ さあ 体を動かそう

…………………………………看護師・理学療法士による
  ※基礎講習と糖尿病教室を併せて受講することをお勧めします。
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