
新年あけましておめでとうございます。
当院は本年で創立以来 61 年になります。この間当院を信頼して受診して下さる患者さん、
また、近隣の診療所、病院関係者の方々のおかげで一歩ずつ進歩を続けることができました。
これからも職員一同一丸となって地域に根ざし、地域より求められる医療を提供する為に、更
なる病院の質を向上させ、より良い医療を提供することのできる病院そして安心・信頼して受
診し医療を受けて頂ける病院へと改革を続けて行く所存です。
また、他の病院や診療所との間の連携にも積極的に取り組み、患者さんに最適である医療を受けて頂けるように、
交流を積極的に行って参ります。医療はチームワークで行われますが、その為に医師のみならず、看護師・薬剤師・
各種専門職のレベルアップを図り、職員一同病院のモットーである“親切で誠実な医療を提供する”を実践して
参ります。
今年は申（さる）年であり、「皆様の心配事・いやな事がさる」ようにお祈り申し上げます。

「病気になったら病院やクリニックに通院する」というのは当たり前でしょう
か？さまざまな理由で通院されることが大変だと感じておられる方は、たくさん
おられると思います。そんな時にどうしたらいいかわからないという方は是非、
当院付属の在宅診療所、あるいは訪問看護ステーションに遠慮なくご相談下さい。
また、当院の医療福祉相談室にご相談いただければ、相談員が親切に対応させ

ていただきます。

外来では担当医師、　またはご入院中であれ
ば、病棟主治医にご相談いただくことも第一歩
となります。更にケアマネージャーの方が決
まっている場合には、そちらにご相談いただく
ことも可能です。どのような形でも、ご希望を
伺い皆様にもっとも適した在宅医療、看護をご
相談の上、選択致しますので、お気軽にご相談
することから始めてください。
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当院は本年で創立以来 61 年になります。この間当院を信頼して受診して下さる患者さん、
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江東病院附属　在宅診療所 ☎ 03-3685-0971（直通）
 e-mailzaitaku@koto-hospital.or.jp
訪問看護ステーション　たんぽぽ ☎ 03-5627-5820（直通）
医療福祉相談室 ☎ 03-3685-2166（内線 5123）

堀米医師「往診に向かいます！」

訪問看護は自転車で（田中所長と今井看
護師）

ヒポクラテスの木は、紀元前のギリシャ
の医聖、ヒポクラテスがこの木の原木
の下で講義をした事に因んだものであ
り、世界中の病院に分木されています。
夏には日陰も出来る程葉がありました
が、今は枝のみの姿となっています。

ヒポクラテスの木

「おおじまだより」は、1、4，7，10月に定期発行いたします
バックナンバーは会計窓口にお問い合わせください



江東病院附属　在宅診療所を開設しました
昨年 11 月に江東病院附属在宅診療所が江東病院のすぐそばに

開設しました。今までも当院は在宅医療を行ってきましたが、更
に推進していくために、より充実した機能をもつ在宅医療に特化
した診療所を設立しました。
在宅医療というと昔のあかひげ

先生のように町医者が患者さんに
なにかあったとき自宅に往診をす
る姿を思い浮かべる方もおられる
かも知れません。しかし現在はそ
のような昔ながらの往診が「訪問
診療」というスタイルに刷新され、
月 2 回以上患者さんのご自宅に
伺って体調管理をするという診療
体制が定着してきています。
11 月に診療所を開設して 3か

月あまりですが、常に 70 名前後
の患者さんに対応させていただい
ている状態です。その中には老衰
や癌などの方もおられ、ご家族と
相談したりご本人のご希望におこたえして、現在すでに 12 名の
方をご自宅で看取らせていただきました。体があと一つほしいと
思いながら、日々、地域の訪問看護・訪問介護の方々やケアマネー
ジャーさんと力を合わせながら走り回っています。
訪問診療を続けていく中で、本当に色々な患者さんやご家族と関わりをもたせていただいてまいりました。私の何倍もの

人生を生きた方たちの道程の先にあるものは、実に千差万別です。その人その人の生き方・重みがずっしりと感じられます。
たくさんお話をお聞きし、時にはいさめたり、泣いたり笑ったり、自分の未熟さに悔し涙を流すこともありますが、それす
ら患者さんやご家族に救われることもあります。

イラスト病院紹介

初診の患者さんが総合案内で、受診する診
療科などや保険証の確認を行ったあと、必
ず行くところが受付カウンター②です。こ
こでは初診患者さんを登録し、患者番号を
決定して、診療券を作ります。このカウン
ターではご紹介状、画像データなどをご提
示いただくと、診察前には電子カルテに入
力されます。その後「本日の診療予定表」
が印刷されて渡されます。この伝票に書か
れた順に診療科にお進みください。

昨年 11 月に江東病院附属在宅診療所が江東病院のすぐそばに昨年 11 月に江東病院附属在宅診療所が江東病院のすぐそばに昨年 11 月に江東病院附属在宅診療所が江東病院のすぐそばに
開設しました。今までも当院は在宅医療を行ってきましたが、更 厚生労働省発表のデータによる

と 2025 年には団塊の世代が 75
歳の後期高齢者となり、全人口の
４人に１人が後期高齢者という超
高齢化社会となります。そのため
医療、介護、福祉サービスへの需要が急速に高ま
り、社会保障財政のバランスの崩壊が危惧されて
います。
高齢者が病院に殺到し、ベット不足のため必要
な急性期医療の提供ができない事態への不安が指
摘されております。
これらの諸問題を解決するためには在宅医療が
必要不可欠となります。当院は昨年 11 月に病院
付属在宅診療所を開設し、堀米先生が院長として
運営することになりました。いろいろな事情でク
リニックや病院に通院できなくなった患者さん、
自宅での看取りを希望される患者さんには是非利
用していただきたいと考えております。
 理事長　小出　輝

在宅医療は一つとして同じものはな
く、その方に沿った医療を作り上げて
いくものだと日々痛感しています。
自宅での生活を地域一丸となって支

えていく、それがこの国の目指す近い
未来です。その一端を担っていけるよ
う日々精進してまいりますので、何か
在宅医療のことでご質問などあればお
気軽にご相談ください。これから、ぜ
ひよろしくお願いいたします。（文責：堀米衣見子）

後方のビル5階が在宅診療所です

在宅診療所の職員と堀米先生（手前）



診療科目  内科　循環器内科　消化器内科　呼吸器内科　腎・高血圧内科
糖尿病内科　膠原病・リウマチ内科　脳神経内科　小児科
外科　整形外科　脳神経外科　麻酔科　泌尿器科　眼科
耳鼻咽喉科　婦人科　皮膚科　美容皮膚科　メンタルクリニック
放射線科　血液浄化センター　外来化学療法室
リハビリテーション科　健診センター　睡眠時無呼吸（SAS）センター

職 員 数  常勤医師：84 名、薬剤師　技師：96名、看護師：242名、その他112名
関連施設 東京綾瀬腎クリニック（電話：03-5680-6888）
 江東病院附属　在宅診療所（電話：03-3685-0971）
 介護老人保健施設「かがやきライフ江東」（電話：03-3640-2111）
 認知症高齢者グループホーム「サンライズホーム」（電話：03-3640-2112）
 訪問看護ステーション「たんぽぽ」（電話：03-5627-5820）
厚生施設 看護師寮
 院内保育所「すくすくナーサリー」 （平成 28年 1月）
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■ 都営新宿線大島下車（出口A2）1分
■  総武線亀戸駅より葛西橋行、東大島行、
東陽町行バスで大島駅江東病院前下車

■  駐車場（患者さん料金）：4時間まで 300
円以降 20分毎 100 円（透析患者さんは
6時間まで300円以降20分毎に100円）

当院の入院食は、当院直営の栄養科職員が心を込めて毎日
提供させていただいているのをご存知でしょうか？栄養科は
栄養士１１名（うち管理栄養士６名）、調理師２名、調理補助
１１名の総勢２４名の大所帯です。迅速で小回りの利く対応
やこだわりの食材で食事を提供することを心がけながら、入
院患者さんの食事提供や栄養管理・栄養指導などを行ってい
ます。食欲が無く食べられない患者さんのもとへ伺い、特別
メニューを組むなどの個人対応を充実させ、疾病の早期回復・
合併症の予防を図り、診療部門の一つとして栄養面からサポー
トしています。また、アレルギーや宗教上の禁止食にも対応
しており、安心して召し上がれる食事をご用意しています！

　　　　　　　　　　　　　　　　美味しいご飯は食事の基本です。当院では毎年、その年の一等米をいくつか試食して
美味しいお米を厳選しています。今年のお米は北海道の「ななつぼし」に決定しました。病院食を食べ比べることは余り
ないでしょうが、入院中の楽しみである食事での美味しいご飯を ご賞味ください！

　　　　　　　　　　　　　　　　どの料理にも美味しさを与えられるよう、鰹節にさば節と昆布だしなどを用いて風味
よく調理することを心がけています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　日本人の味覚に欠かせない味噌は、地元の味噌屋さんから取り寄せています。
だしとの相性を考えて、何種類もの味噌汁を作って研究した結果が今お出ししている味噌汁です。当院の味噌汁は街中

の食堂に負けないように工夫した自慢の一杯です。
いつもの食事に加えて、毎月 1回以上、旬の食材を取り入れて季節感を感じて頂けるよ

うな行事食を、暦のイベント等の日にあわせて実施しています。行事の意味を知る事で食
文化にも触れられるよう、メッセージカードを付けて提供しています。また、お子さん向
けのプレートやおやつは別にご用意し、食事の時間を楽しんで頂けるよう工夫しています。

昼時には職員向けの食事を職員食堂で提供しています。
おかげ様で、こちらも高評価をいただいており、院内外の
方々が集まる会でもパーティー食の依頼を受けることが多
く、ちょっとしたホテルでの立食パーティの食事よりはる
かにおいしいとの評価をいただくこともたびたびあり、私
たちの励みになっています。今後も一層研鑽をつみ、入院患者さんにおいしい食事を安心
して召し上がっていただけるよう努力してまいります。

　　　　　　　　　　　　　　　　美味しいご飯は食事の基本です。当院では毎年、その年の一等米をいくつか試食して　　　　　　　　　　　　　　　　美味しいご飯は食事の基本です。当院では毎年、その年の一等米をいくつか試食してこだわりの食材①　お米
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入院中も美味しい食事を安心して召し上がってほしい：栄養科

ひな祭りのおやつ

体育の日の幼児食
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トピックス

場　所：本館2階北側待合室　会場の入場は 30分前よりです。
定　員：50名、直接会場にお越しください。
問合せ： 医療連携室 電 話： 03-3685-2253

日　程 時　間 セミナー名 講　師
2月27日(土) 13 時 30 分 怪我の応急処置について 小池部長（外科）

3月26日(土) 13 時 30 分 あなたの骨は大丈夫？
骨密度を知って骨折予防 吉田技師（放射線科）

4月23日(土) 13 時 30 分 ほっておけないお顔のシミといぼ 岩原部長（皮膚科）

当院では、医師や医療スタッフを講師とした無料セミナーを毎月１
回（第３または第４）土曜に行っています。ぜひご参加ください。

日　程
2月27日(土)

江東健康フォーラム開催案内

退職医師（平成 27年 10～ 12月） 林　康博（消化器内科）、新谷　隆（外科）、中村真浩（耳鼻咽喉科）

当院では、医師や医療スタッフを講師とした無料セミナーを毎月１
回（第３または第４）土曜に行っています。ぜひご参加ください。回（第３または第４）土曜に行っています。ぜひご参加ください。

江東健康フォーラム開催案内江東健康フォーラム開催案内

ア ラ カ ル ト・ ・

患者さんのご紹介、検査予約
（MRI, CT, X 線、超音波、睡眠時無呼吸症候群）

健診、人間ドック、その他オプション検査の予約
直通電話　一般健診　03-3685-2281　　江東区健診　03-3685-2238
平日・土曜／午前 8：30～12：00　平日／午後 12：00～16：00

江東病院　医療連携室
電　話 : 03-3685-2253（直通）
 03-3685-2766（FAX）
E-mail : renkei@koto-hospital.or.jp

医  療  機  関  の  連  携

日曜日・祝日・第 2土曜日・年末年始
（1月 9日（土曜日）は午前診療致します）
休日、時間外の救急は来院前にお電話ください
電話：03-3685-2166（代表）

診療受付時間

休 診 日

午前 午後

初診受付 平日 8：00 ～ 11：00 11：35 ～ 15：00
土曜日 8：00 ～ 11：00 休診

再来受付 平日 8：00 ～ 11：30 11：35 ～ 15：30
土曜日 8：00 ～ 11：00 休診

2000 年 4月に介護保険制度が開設されましたが、それに合わせて当院の訪問看護ス
テーション「たんぽぽ」がスタートしました。現在も所長を務めている田中菊枝の並々
ならない情熱がその背景にありました。開設当初は当院の駐車場や倉庫の一部を改装し
た事務所からのスタートでした。病院に併設した訪問看護というメリットをいかに患者
さんやご家族の方々にご理解いただき、ご利用者の幅を広げていくかという毎日だった
と聞いています。
その後、新大島マンションの一室に移動、さらに 2010 年より現在のセントラルプラ

ザビルに移動しています。施設の拡大とともに職員も増加しており、在宅リハビリテーションも開始しております。
訪問看護に遅れること２年の２００２年より、通院が困難な患者さんを対象に訪問診
療を開始しました。これにより、立体的な在宅療養体制がとれるようになりました。し
かし、病用担当医師による訪問診療では、多数の患者さんを診療することには限界があ
り、本格的な在宅診療所の設立が長い間望まれていました。ようやくその体制の整備が
整い、2015 年 11 月に当院付属の在宅診療所を設立することができ、船出をしたとこ
ろです（在宅診療所に関しては１面、２面をご参照ください）。

10月 17日、すみだ産業会館で睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）センターを中心に「良
い眠り」に関する公開講座を開催しました。当日は７０名近い方のご参加があり、関心
の高さがうかがわれました。今回の講座は、昨年度の睡眠時無呼吸症候群（ＰＳＧ：ポ
リソノグラフィー）検査実施数が東京都内の病院で最多であったことにちなんだもので
す。今後も様々な形で皆さんに情報提供を行ってまいりますので、ご注目ください。

2000 年 4月に介護保険制度が開設されましたが、それに合わせて当院の訪問看護ス

当院の在宅診療・訪問看護のあゆみ

10 月 17 日、すみだ産業会館で睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）センターを中心に「良

市民公開講座「良い眠りはとれていますか？」は大盛況でした

たんぽぽ設立時のオフィス

たんぽぽのオフィス（新大島マンション）


