
昨年、医療分野では高額医薬品問題、iPS細胞の臨床研究応用、大隈良典氏のノーベル賞受賞など
いろいろな出来事がありました。今年は酉年であり、特に酉年の中でも６０年毎の丁酉（ひのととり）で、
大きな変化が起こる年と言われています。つい先日も、暦年齢で６５歳以上を高齢者と定義する事は
我が国では合わなくなっているという学会報告がなされました。これは日本人の平均寿命が長く（男
性79.6 歳、女性86.3 歳）、国別ランキングでは常に１位２位を争う最長寿国である事などから提言さ
れたものです。
しかし、2000年にWHO（世界保健機構）が提唱した健康寿命（心身ともに自立し、健康的に生活出来る期間）
を見てみると、男性70.4 歳、女性73.6 歳であり他の主要国と差はありません。更に、平均寿命と健康寿命の差―日
常生活に制限がある『健康では無い期間』―を見てみると男性9.2年間、女性12.7 年間で主要国では最長です。（因
みにアメリカ8.0年、イギリス7.6年）
健康を考える為に必要な事は、介護を受けなくても自立して生活できる健康寿命を見直す事です。それには世界遺

産になった和食を取り入れたり、毎日の運動を励行、禁煙に取り組むなど、生活習慣の見直しが必要です。当院の外
来では、デジタルサイネージをとおし健康・医療・病気・薬・料理・ニュースなどの情報を提供しています。もしご
自身で何らかの変調を感じたり、健康に不安があれば、主治医や何でも相談室へご相談・受診して今年も健康を維持
していただきたいと思います。江東病院は皆様の健康羅針盤として活動してまいります。

当院の救急は祝祭日や当直時間でも内科、小児科、外科、整形外科の4名の医師が消
防署からの救急搬送やご自分で来られる患者さんに対応しています。

消防の救急車と病院の情報交流ですが、
受入れができる診療科を消防庁のシステ
ムに病院から常に発信しています。それを
もとに救急隊が出動の際に病院に連絡し、
当院の救急医が病状を聞き受入れの確認
を行います。従って、救急隊と病院が協
力し極めて短時間に必要な情報を交換し
患者さんの受入れを判断しています。
このように救急隊と病院の連携をス

ムースに行うためには救急搬送の課題や要請内容を知り、また当院の特性や体制を救急隊
に伝える双方向のコミュニケーションが極めて重要になります。
この会は2013年 10月から始まり今年で4回目となります。今までの会では、救急隊
が当院に搬送した事例を幾つか取上げ、搬送時の症状の診たてや初期対応を報告。その患
者を当院で受入れた医師が、救急隊の搬送中の対応や当院へ搬送後の治療や、その後の
経過などを説明する症例報告を行ってきました。今年は更に内容を深め、消防署の救急全
体の活動紹介、救急隊の当院への要望や指摘など双方に有意義な交流が行われました。
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新年のご挨拶

　　ー江東病院は健康羅針盤として活動しますー 院長　海老原　功

救急搬送検討会を行いました （11月18日）
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イラスト病院紹介

院長の海老原です。月曜の
午後、第2、第4火曜の午
前、水曜、土曜の午前に腎・
高血圧・糖尿の外来を担当
しています。たいへん混雑
しており、お待たせします
が皆様のご来院をお待ちし
ています。

新年のご挨拶

　　ー江東病院は健康羅針盤として活動しますー 

救急隊と当院医療職と議論している

「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



婦人科疾患「なんでもござれ」を目指して
 産婦人科部長　宮﨑亮一郎

女性は女性ホルモンの影響でライフステージに応じた対応が必要になりま
す。例えば、卵巣のう腫や卵巣がんは新生児期から見られます。子宮頸（けい）
がんは、子宮の入り口にできるがんです。このがんの原因はHPV（ヒトパピ
ロマ；人疣）ウイルスの持続感染がその契機になっているとされ、成熟期に出
現してくると考えられています。疑われる場合、ウイルス感染の細胞検査がで
きます。最近は30歳代で見つかり、治療を受けるケースが多くなってきました。

子宮体（たい）がんは子宮の中、
赤ちゃんの育つ場所にできるが
んで、子宮の中を裏打ちしている子宮内膜（月経時には一部剥が
れる）にできるがんです。更年期には上手く剥がれにくくなるた
めに出現してきます。
女性ホルモンの分泌が活発になるのは午前 2時ごろと言われて

いて、その時間まで完全な熟睡が得られていることが十分に女性
ホルモンを分泌する条件になります。早寝早起きは卵巣機能を保
つ上でも重要なことなのです。夜勤が多い職種では月経不順や無
月経になることもあります。“受験勉強だから”、“アルバイトだか
ら”は理由になりません。睡眠習慣を改善しましょう。

婦人科の感染症は、性病とも呼ばれています。これは感染の経路の中に性交渉もあるということです。実際に
はいろいろな感染経路があります。感染症は早期に十分な治療を行うことが重要です。
月経困難症（生理痛）は、子宮の形態的異常が認められないもの。
子宮や卵巣が腫れてしまう子宮内膜症（子宮腺筋症、内膜症性の
う胞）、子宮筋腫などがあります。20 歳代から始まり、最近は初
産が多い 30歳代前半に顕著化してきます。
45 歳～ 50 歳ころには、これらのものが大きくなって手術をし
なければならないこともあります。また、この頃になると卵巣機
能が低下してきて、女性特有の更年期障害が起こりはじめます。
いわゆるホットフラッシュや軽度の睡眠障害は、ホルモン療法を
上手に行うことで軽減されます。乳がんのことを気にして、子宮
体がんや直腸がんのリスクを下げていることを知っていますか。 

子供が思春期を迎え親離れする
頃には閉経になります。よく「閉
経したら婦人科は卒業よ～」など
井戸端会議で話されている貴女。
貴女が女性であれば一生女性です。閉経後にも女性ホルモンの低下によって脂
質異常症や骨粗しょう症が発生します。
それ以降も子宮が腟から出てくる子宮脱など性器が下がってくることがあり
ます。また、女性ホルモンの低下で腟が萎縮して、ばい菌が入りやすくなる環
境になります。何だか匂いがする、少し茶褐色のおりものがあるなど、これが
萎縮性腟炎です。
高齢者も子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がんは起こります。この年齢層で見
つかるものは、「恥ずかしい」などの理由で早期に受診をしないで進行してしま
い、治療が非常に難しくなるケースを見受けます。
終末期を迎え歩行ができず寝たきりになると、腟内だけでなく子宮内にばい
菌が入り子宮溜膿症の状態を生じます。微熱が続きおりものが大量に出てくる
ことがあります。
女性の一生は様々なステージで色々な病態が起こります。是非気軽に婦人科
を受診して下さい。

ライフステージと代表的な疾患

＊NHI 研究；米国国立衛生研究所がWHI（女性の健康推
進）研究を実施、ホルモン補充療法を子宮を持っている女性
（HRT）と子宮を持っていない女性（ERT）に投与し、各項
目の危険度を計算した。＊＊MORE 試験 SERM；閉経後の
乳がん患者に骨粗鬆症の治療薬、SERM（選択的エストロゲ
ン受容体調整薬）、塩酸ラロキシフェンを 8年間投与。高齢
女性の各項目の危険度を表す。

左より、宮﨑部長、三原医師、佐藤副部長

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。
葉は枯れて落ちましたが、枝の
先端をよく見ると丸い実が幾つ
かついています。この木に実が
つくのは初めてです。更に枝を
注意深く見ると小さな芽がたく
さん膨らんでいました。

ヒポクラテスの木



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　総合診療科
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：83名、薬剤師　技師：97名、看護師：260名、その他101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 29年 1月）
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■ 都営新宿線大島下車（出口A2）徒歩 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）

当院では患者さんへのサービス向上を目的とし、患者満足度アンケート調査を年に一度行っています。
アンケート調査は外来患者さんと入院患者さんに分け、病院で準備した質問に答えていただく方法で行っていま
す。今回は平成28年 9月中旬に1週間行い、外来患者さん411名、入院患者さん160名に回答していただきました。
外来患者さんのアンケート結果の主なものを紹介します。
当院を選んだ理由は①自宅や職場が近い②交通の便が良い③他の医療機関からの紹介の順でした。
当院に対しての満足度は、約 8割の方がおおよそ満足されていると回答されていました。改善してほしいこと
として、待ち時間、施設（売店や自販機、ラウンジなど）、接遇が挙げられました。

次に入院患者さんのアンケ―ト結果の主なものを紹介します。
入院患者さんに将来、病気になったら再び当院に来院しますかという質問では、そう思う・ややそう思うと合
わせて 87％の患者さんが当院を選択したいと言う回答です。
改善してほしいこととして外来の待ち時間、施設（売店の充実、自販機を各階に設置）があげられました。また、
食事では味付け、料理の内容は申し分なかったなど、うれしいコメントもありました。

以上の結果を踏まえて、待ち時間対策・職員の接遇改善に今後取り組んでまいります。

患者満足度アンケート調査を行いました サービス向上委員会
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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 15分前からです。
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
2月のセミナーは開催しません。ご注意ください。

日　程 時　間 セミナー名 講　師
3月25日(土) 13 時 30 分 肺炎球菌ワクチン 木庭医師（呼吸器内科）

4月22日(土) 13 時 30 分 床ずれについて 永治看護師
（皮膚・排泄ケア認定看護師）

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）土曜日に行っています。ぜひご参加ください。

江東健康フォーラム開催案内

退職医師
（10月～12月） 原 聡 / 耳鼻咽喉科、平井 恵奈 /小児科

ア ラ カ ル ト・ ・

上
うえ
山
やま
　三

み
鈴
すず
　副室長 内視鏡室

お腹の調子が悪い時やご不明点などがある時、お気
軽にご相談ください。

松
まつ
本
もと
　貴
たか
宏
ひろ
　医師 循環器内科

地域の医療に貢献できる様、日々努力を続けていき
たいと思います。　趣味：音楽鑑賞

木
こ
庭
ば
　尚
なお
哉
や
　医師 呼吸器内科

心を込めた医療を提供致します。

林
はやし
　栄
えい
一
いち
　医師 総合診療科

親切な診療を心がけています。お気軽にご相談下さ
い。　趣味：マラソン

平
ひら
井
い
　沙

さ
依
え
子
こ
　医師 小児科

大切なお子様の健やかな成長のため、病気を予防・治療
し時に親御さんの相談役として努めてまいります。

斎
さい
藤
とう
　祥
あきら
　医師 外科

消化器外科疾患を中心に、患者様に一番の診療を行
います。

野
の
島
じま
　暁
あき
人
ひと
　医師 耳鼻咽喉科

一人一人の患者さまに真摯に向きあい、診察にあたっていきま
す。よろしくお願いいたします。　趣味：海外旅行、テニス

患者さんのご紹介、検査予約
（MRI、 CT、X線、超音波、PSG〈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　8：30～16：00　　土曜　8：30～12：00

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

耳鼻咽喉科、眼科、泌尿器科など曜日により午後の診療がありません。
事前にご確認ください。

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

昨年11月より江東病院へ赴任いたしました、
野島と申します。
花粉症の季節も近づいてまいりましたので、

今回は耳鼻咽喉科医の観点より、アレルギー性
鼻炎についてお話ししたいと思います。
一般的に言う花粉症は、スギに対するアレルギー性鼻炎であ

り、くしゃみ、鼻水、鼻づまりを３主徴とする疾患です。他にも、
目や耳、のどのかゆみも参考となる症状です。スギ以外にも、
夏にはイネ、秋にはブタクサが飛散し、ハウスダストやホコリ
に関しては 1年中アレルギー症状をきたします。他にもたくさ
んのアレルゲンがありますが、自分がどのアレルゲンに対する
アレルギーがあるかは血液検査で確認することができます。
治療は、内服治療、免疫療法、手術療法があります。一般的

には、内服治療が基本となりますが、新たに登場した舌下免疫
療法、後鼻神経切断術なども治療のオプションとなります。難
治性のアレルギー性鼻炎でお困りの方はご検討いただければと
思います。
スギ花粉は２～ 4月にピークを迎えますが、1月頃より少し

ずつ飛散し始めます。症状が出現する前から治療を開始するこ
とで、花粉最盛期の症状を緩和することができます。目安とし
ては飛散する２週間ほど前からの内服治療をお勧めしています。
くしゃみ、鼻水、鼻づまりでお困りでしたら、耳鼻咽喉科へ

受診ください。
 耳鼻咽喉科　野島暁人

※ご注意：耳鼻咽喉科の診察は午前のみです。11時（金曜は10時30分）までにご来院ください。

花粉症　シーズン前の対応が秘訣です 医師紹介（10月～12月入職）《診療科、氏名、抱負、趣味など》　シーズン前の対応が秘訣です


