
今年は少々寒い4月1日でしたが、当院に50名の
新しい仲間が加わりました。内訳は医師15名 (臨床
研修医６名含む )、薬剤師1名、理学療法士６名、作
業療法士 3名、言語聴覚士 3名、放射線技師 2名、
栄養士 4名、看護師13名、社会福祉士1名、医療
事務2名です。
入職式で小出理事長より、「病院は企業とは違い国

家試験に受かった専門領域のプロが他の領域の人と
連携する。わからないことがあれば先輩に聞き、わからないままにしておかない。患者さんは一人ひとり違うので、
プロとしての経験を増やしていく。最初の2年が一番重要。できるだけ多くのことを学んで成長してください」。海老
原院長より「当院は地域の中核病院として60年以上たちました。地域を忘れないように、また当院の理念にあります
ように、職員同士良いチームワークを発揮して治療にあたっていただきたい」というご祝辞がありました。
新入職員はこのあと病院の各部門紹介、副院長の講話、院内感染、医療安全、防犯、防災・避難訓練などの基礎知

識を学び配属されました。今後各科で専門的なOJT教育が行われていきます。
近いうちにみなさまに接してまいりますので、あたたかい目で見守りいただければ幸いです。

ICLSは「Immediate Cardiac Life Support」の略
語で、突然の心停止に出会った時、どう対処すべきか、
というコースの学習目標を端的に示しています。
心停止はどの医療機関のどの部署でも起こりうるも

ので、いったん発生すれば蘇生を開始するまで少しの
猶予もありません。まさに間髪をいれない処置が必要と
なります。心停止直後の処置には、あらゆる医療者が

チームの一員として参加し、蘇生を行うことが求められています。
このコースは、医療者が身につけておくべき、蘇生の基本的事項が習得できる、医療従
事者のための蘇生トレーニングコースです。緊急性の高い病態のうち、特に「突然の心停
止に対する最初の10分間の対応と適切なチーム蘇生」の習得が目標です。講義室での講
義はほとんどなく、実技実習コースです。受講者は少人数のグループに分かれて実際に即
したシミュレーション実習を繰り返し、ほぼ1日、蘇生のために必要な技術や蘇生現場で
のチーム医療を身につけます。
このコースは日本救急医学会から一定の基準を満たしたコースとして認定を受けており、
4月29日にはコースの指導者を養成するためのワークショップ開催を予定しております。
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新入職員50名が入職、よろしくおねがいします

ICLSを開催しました　3月18日 副院長　三浦邦久
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「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

さくらが咲きました

病院裏庭の桜が 4月4日、
満開になりました。ご覧の
様に6年間で当院で一番大
きな木に成長しました。



耳鼻咽喉科と聞いてみなさまはどのようなところを想像しますでしょうか。
花粉症や子供の風邪の治療を行うクリニックを思い浮かべるかもしれません。耳鼻咽喉科

の取り扱う範囲は広く、喉頭癌などの悪性疾患から、耳、鼻などの感覚器の疾患までに及び
ます。また耳鼻科は手術を行う外科でありますので、多くの手術を手掛けています。今回は、
手術を行うことで改善が見込める難聴と鼻づまりについて紹介いたします。
当院は順天堂医院の関連病院でありますので、耳鼻咽喉科は順天堂医院から医師が派遣され診療を行っております。
大学病院ですのでそれぞれの疾患に対する専門家が多数在籍しており、順天堂医院からの医師による最新の治療を受
けることができます。

それではまず難聴に関してご紹介いたします。難聴にはたくさん
の種類がありますが、鼓膜から蝸牛までの間には音を伝えるための
小さな骨が存在します。手術で扱える難聴はこの部分に異常がある
ものです。
疾患としては鼓膜穿孔、中耳真珠

腫、鼓室硬化症、耳硬化症などがあ
ります。聞こえが悪い、耳鳴りが続く、
耳がつまった感じがするなどの症状
がある方、幼少時に中耳炎を繰り返
していた方、以前に鼓膜チューブを
留置していた方など一度聴力検査を
することをお勧めします。手術に関し

ては、順天堂医院の准教授の古川医師が担当いたします。手術は全身麻酔で行います。
次に鼻づまりに関してご紹介いたします。鼻づまりの原因としては、花粉症な

どのありふれた疾患から鼻の中心の軟骨が湾曲していることによるもの、鼻の中
にポリープが出来ていることによるものなどがあります。鼻づまりは睡眠時無呼
吸症候群の原因にもなり多くの疾患の原因となります。また、鼻が詰まるという
ことは本人にとってはかなり辛い症状であることと思います。気になるような症
状がある際は是非一度検査することをお勧めします。
手術は順天堂医院主任教授の池田医師が担当いたします。全身麻酔で手術い

たします。鼻科手術は術後のフォローも含め、6日間の入院スケジュールで行っ
ております。

以下に代表的な手術のスケジュールを紹介い
たします。

鼻づまり、耳の聞こえについて 耳鼻咽喉科　野島暁人

難聴の手術部位

顔のCT映像
鼻の正中の骨が湾曲しており、鼻づま
りの原因となることがあります

※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）までに来院ください。

鼓膜（穿孔している）
鼓膜穿孔も難聴の原因になる場合が
あります

木 金 土 日 月 火

耳科手術　3泊 4日

鼻科手術　5泊 6日

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。
数日前は葉の芽でしたが、突然小さ
な葉がたくさん誕生してきました。
自然の生き生きとした活動を強く感
じました。

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：84 名、薬剤師　技師：117名、看護師：280名、その他117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 4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、看護の質の向上と看護師同士の知識交流
などを目的として春に看護研究会を行っています。
今回の研究テーマとチームを右表に記します。
従来までの研究会では比較的に同じような研究テー

マが多かったのですが、今回は様々な観点から、ある
ものは患者、あるものは看護師に対する検討がなされ
ていて、研究の多様化がなされ意味ある研究テーマと
なりました。
ここではその中から幾つかの研究にフォーカスを絞

り紹介します。
医療安全「5S 活動」導入への検討；本館 4階病棟

は内科系、ベット数59床の病棟で、患者さんのケアや処置を行ういろいろな物がベット周辺に無造作に置いてあり、
探すのに時間がかかりストレスを感じていた。そこで、製造業などで有名な「5S活動」の導入で整理整頓清掃を行い、
置く場所を決めることで、物品を探す時間や紛失が減少しました。またこの活動を進める事で、スタッフの整理に対
する意識が向上したなどの結果も得られました。
「終末期の患者さんを受け持つ看護師のストレス・コーピングについて」；終末期の患者さんを多く受け持つ病棟で
は看護師のストレスが問題であり、ストレス・コーピング（対策）を調査し、精神的負担の緩和、患者さんのケアの
向上を目指す検討を行いました。東棟3階病棟を担当する看護師19人を経験10年未満の11名と、それ以上の8名
に分け検討しました。その結果、情動的反応（不安感、落ち込み感など感情面での反応）は経験年数が少ない方がス
トレスが高い。認知行動的反応（自尊心の低下や、落ち着かない、攻撃的な行動など認知面や行動面での反応）は経
験年数の差異は無い。身体的反応（頭痛や食欲低下、腹痛、睡眠障害など身体面での反応）は経験年数が長い方がス
トレスを感じていた。コーピングとしては各自のプラス思考を行ったりして緩和していた。今後の対応として、看護の
質の向上を目指す看護師間の情報の共有化と意見交換などが有効ですと締めくくっていました。
「ラテックスアレルギーに関する意識調査」；当院で手術を受ける患者にラテックス（ゴム）や果物アレルギーの方
が増加傾向と感じています。そのため、当院看護師のアレルギーに関する認識調査と、当院で手術を受けた患者の当

該アレルギーの調査を行った。
アンケートに答えた214名の看護師の内、84％はラテックスや
果物アレルギーを知っていた。交叉抗原性や対応方法を知ってい
た人は31％。当該アレルギーを知らない患者さんは66％で認識
を高める必要を感じた。
柿川看護顧問は「内容が進歩した。幾つかは外部発表出来るレ

ベルです」。海老原院長は「研究に終わらせないで、看護の実際に
生かして欲しい」。小出理事長は「期間を伸ばし、統計データを取
ることで更に進歩出来る」と講評されました。

今年も看護研究会を行いました
研究テーマ チーム

心電図モニター送信機装着の問題点の検討 本館北3階病棟
小児科病棟における入院患者の家族指導について 本館南3階病棟
医療安全「5S活動」導入への検討 本館4階病棟
大腸がん手術後離床と退院までのケア 本館5階病棟
手術を受ける患者の心配ごとを明らかにする 本館6階病棟
終末期患者を受け持つ看護師のストレスコーピングについて 東館3階病棟
自宅退院を阻む因子とFIMの関連 東館4階病棟
外来看護師の接遇に関する検討 外来
ラテックスアレルギーに関する意識調査 手術室



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

日　程 時　間 セミナー名 講　師
5月27日(土) 13 時 30 分 めまいの話 林医師（総合診療科）
6月24日(土) 13 時 30 分 難聴の話 野島医師（耳鼻咽喉科）
7月15日(土) 13 時 30 分 肺結核について 坂東橋医師（感染制御室長）

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
（1月～3月）

武田　育子 /呼吸器内科、北川　隆太 /消化器内科、谷田貝　昂 /消化器内科、佐竹　健至 /腎臓内科、松山　容子 /腎臓内科、
桑澤　雅子 /腎臓内科、内田　茉莉依 /外科、斎藤　祥 /外科、志村　由依 /眼科
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　医師 感染制御室室長

感染予防の徹底と的確な対応が取れる体制づくりを
進めてまいります。

山
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　部長 循環器内科

患者さんが満足できる診療を行ってまいります。
趣味：読書
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　医師 小児科

地域のお子様が笑顔になれるような診療を心がけま
す。　趣味：スポーツ

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

2 年間の初期臨床研修が修了した 6名は順天堂大学、日本医大、都立小児医
療センターなどで後期研修の道を歩んで行くことになりました。彼らは「江東
病院は地域に根ざした病院で、医療のみならず、患者さんとの接し方まで勉強
できた。医師を始め、コメディカル
や事務員などとも知り合いになれた
充実した研修医生活が出来ました」
などと感想を述べていました。

新たに入職した6名の臨床研修医たちは、「社会の役に立てるよう医師として
学ぶことを一日も早く習得します」、「自分の行動に責任をもち、患者さんと信頼
関係を築き、患者さんのお役に立てるよう頑張ります」、「未熟なところだらけで
すがよろしくお願いします」などと抱負を述べていました。

大学病院を定年退職後、在宅医療の世界に入
り、昨年末より江東病院附属在宅診療所のメン
バーになりました。
「病院から在宅へ」が時代の要請であり、患者
さんには苦痛少なき平静な終末期を、介護者に
は十分尽くした達成感を感じていただくのが在宅医療のゴー
ルだと考えています。
病診連携を緊密に取り得る病院があるのが最大の強みです。

何卒よろしくお願い申し上げます。

臨床研修医　6名が修了/6名が始まりました

江東病院附属在宅診療所に加わりました
 小柳津直樹

医師紹介（1月～3月入職）《診療科、氏名、抱負、趣味など》


