
新年おめでとうございます。
この度、平成29年度東京都の福祉・医療・衛生功労表彰を受けることができました。
私が平成19年（2007年）に江東病院院長に就任し10年が過ぎました。この10年の流れを振り

返ってみます。
江東病院は昭和30年（1955年）創立され、当時の古い建物のままでしたので、建物の建て替え

が悲願でした。平成22年（2010年）11月に新館建て替えを無事に終了できました。
当院は休日夜間診療医療施設（二次救急指定病院）であり、江東区および周辺地区よりの救急車

を受け入れています。小児全日夜間救急に順天堂大学と共同で携わり、多くの小児救急を受け入れ、地域で中心的な
活動を行っています。そのような関係から江東区救急業務連絡協議会会長を平成２４年と２５年に務め江東区医師会、
消防署との救急搬送に関する種々の問題点の解決に努めました。
その結果、江東病院への救急車搬送は平成29年は4,000台を超えるまでになり、その内小児救急搬送は1,150台

となっています。
平成24年（2012年）には、公益性の高い医療提供、地域医療の
主役を担う為に社会医療法人社団に組織替えを行い、地域の中核病院
としての立場を明確にしました。
平成25年（2013年）9月に電子カルテを導入しました。地域の中
核病院として患者医療情報を
地域医療機関や介護施設など
と共有し、インターネットを
介してホームドクターが当院
の電子カルテの医療情報を閲
覧できる医療情報連携システ
ム（PasCal）を開発しました。

このシステムを活用することで、ホームドクター（利用医療機関100件）
が当院の医療情報を共有することが可能になり地域でシームレスな医療を受
けることができ、地域医療に大きく貢献しています。
平成27年（2015年）、既設の訪問看護ステーションと合わせ、患者さん

が退院後、ご自宅で医療を安全に継続し、安心して生活ができるよう支援す
る為に、附属在宅診療所を開設しました。現在、月に約140名の患者さん
を診察しています。地域を代表する総合病院として、超高齢化時代を迎える
地域に病院の果たす役割、何が要求されているかを問いながら活動しており、
専門性を生かした総合診療を目標に総合診療内科を昨年立ち上げ入退院がス
ムーズに行えるよう改善しました。
江東病院は、これからも地域の皆様の健康を導く羅針盤として活動してい

く所存です。宜しくお願い致します。
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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

救急搬送検討会を実施

当院では消防署の救急隊が適切な患者
さんを当院に搬送されることを目的に
地域の消防署の救急隊員と、当院の医
師を始め救急を担う関係者の間で毎年
救急搬送検討会を行っています。
この会では救急搬送された患者さんが
適切だったか、搬送後の治療経過の報
告や救急隊の要望などが意見交換され、
救急隊と当院の連携の強化に役立てる
ことが狙いです。



　　　慢性咳嗽について 呼吸器内科部長　藤井充弘

咳（咳嗽、がいそう）は患者さんが病院を受診する理由として、日本だけでなく欧米でも最も頻度が高い症状
です。近年は長く続く咳で受診する患者さんが年々増加していると言われています。咳はほとんどの呼吸器疾患
の症状としてみられます。「放っておけば治るだろう」とか、「風邪薬を買って飲んでおけば大丈夫だろう」と思っ
ていたら意外と良くならない。このような経験をした方は多いのではないでしょうか。実際それで大丈夫な場合
もありますが、実は専門的な治療を必要とする疾患が隠れている場合もあり、咳が原因で受診したことにより肺
がんなどの重篤な病気が見つかることも少なくありません。「たかが咳」、「されど咳」なのです。
一般的に咳は持続する期間によって原因、治療が異な
ります。3週間以内の急性咳嗽では急性上気道炎（いわ
ゆるカゼ）による咳や、感染後咳嗽（感染後に咳が残る）
の場合が多く、3～ 8週間続く遷延性咳嗽では感染後咳
嗽がもっとも多いといわれています。8週間以上続く慢
性咳嗽では、咳喘息、副鼻腔気管支症候群、胃食道逆流
症などが主な原因となります。
咳喘息は、慢性咳嗽の原因として最も多い疾患です。
慢性咳嗽の原因の約 30%から 50%と言われています。
特に夜間から早朝に咳が悪化することが多く、冬や夏に
多いといった季節性があります。アレルギー性鼻炎、小
児喘息などのアレルギー疾患を持つ方に多く、家族性があることも知られていますので、心当たりのある方は咳
喘息を疑ってみましょう。咳喘息を放置すると、約 30%の方が典型的な気管支喘息（ヒューヒュー、ゼーゼーす
る喘息）を発症してしまいますので早めの診断、治療が重要です。治療は気管支拡張薬や抗アレルギー薬、また
吸入ステロイド薬などを用いますが、先に気管支拡張薬などを処方して、効果を判定する診断的治療という方法
がとられることもよくあります。

その他、副鼻腔気管支症候群も慢性咳嗽の原因として多い疾患です。慢性副鼻腔炎
（蓄膿症）の症状のある方は、副鼻腔炎の治療をすることで咳嗽が改善します。
ご高齢の方での慢性咳嗽の原因は、咳喘息、副鼻腔気管支症候群が最も多くを占め
ますが、肺炎、肺結核、肺がんなどの疾患が潜んでいることもあります。特に、肺結
核は年々新規登録者が増えています。慢性の咳の時には結核などの疾患も忘れてはい
けません。
咳の原因は様々で、人により異なります。
咳の原因を特定するためには総合的な判断
が必要なこともあり、呼吸機能検査、胸部
レントゲン検査、CT検査などを必要に応
じて行います。また気管支鏡検査が必要に
なる場合もあります。当科では、診療の一
環として咳嗽の診療にも取り組んでいます。
長引く咳でお困りの際にはぜひ受診してみ
てください。

CT撮影 呼吸機能検査

慢性副鼻腔炎による咳嗽の方の
頭部（上）と肺（下）のCT画像

呼吸器内科医師と病棟看護師

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。
つい先日までは大きな葉がたくさんつ
いていましたが、今は枝だけとなり、幾
つかのすずかけの実がさみしそうに
なっているだけです。暖かくなり新しい
葉が育つのを今かと待っています。

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：24 名、技師：89名、看護師：279名、その他175 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 30年 1月）

都営新宿線 大島駅都営新宿線 大島駅
A2 出口A2 出口

江東病院江東病院

A4 出口A4 出口新大橋通新大橋通

大島第四
小学校

大島第四
小学校

丸
八
通
丸
八
通

大
島
六
丁
目
団
地

大
島
六
丁
目
団
地

■ 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）

　　新たな結石治療のご紹介 泌尿器科部長　山下朱生

私は2004年8月より江東病院泌尿器科常勤医として入職し、
泌尿器科外来診療、泌尿器科的内視鏡手術を主とした手術治
療を開始しました。診療を進めていく中で江東病院の役割であ
る地域中核病院に必要とされる身近な治療として尿路結石治療
の必要性を感じました。そこで尿路結石治療の中心となる体外
衝撃波結石破砕術（ESWL）、経尿道的尿路結石砕石術（TUL）
を導入することとなりました。
ESWL については2007年 8月にダイレックス社の機器を
導入、TULについては2010年 11月に圧縮空気によるリトク
ラスト治療を開始し、年間症例数TUL40～50件、ESWL60
～70件を行ってまいりました。
しかし、近年TULについてはレーザー治療が主流となり、

またESWLについても砕石力が向上し患者さんへの疼痛が軽減された機器が開発されてきました。
当院でもTULについては2017年12月よりエダップテクノメイド社のQuanta Lityoホルミウムヤグレーザーを
新規導入、ESWLについては2018年1月より同社のSonolth i-sysを導入し尿路結石に対しさらなる積極的治療を
目指すところとなりました。
TULに使用する今回導入したレーザー治療機器の特徴については低パルスエネルギー周波数のコンビネーション

により粒状の砕石が可能となることで（これをダスティングモードと呼びますが）砕石した結石を回収する際に生じ
る尿管壁への組織損傷が軽度となり尿管に優しい治療を行えるようになりました。また、パルス幅が大きく様々な硬
度を持つ結石に対して対応可能で最適な砕石調整が行えており
ます。
導入したESWL機器は衝撃波がECL（電気電動式）と呼ばれ、
過去に使用されていた圧電式と水中放電式の利点を取り入れた
ものであり、特徴としては砕石力に優れていること、砕石焦点
が小さく周辺組織への影響が軽減されていること、他機種より
も疼痛軽減に優れており焦点深度が深く大柄な患者様へも対応
できること、です。
適応症例に対しては可能な限り即日の手術を目指しています。
現在、尿路結石以外の泌尿器科癌、その他一般泌尿器科とし

て、診療、手術について山下、渡邊の2人医師で頑張っており
ます。よろしくお願いいたします。

山下医師、渡邊医師と泌尿器外来の看護師

渡邊医師（平成 28年 9月入職）とともに手術を行っています。
右下の縦長の装置が経尿道的尿路結石破石術（TUL）



呼吸リハビリテーション専門外来は、開設7年目を迎えました。呼吸器専門医
と呼吸器系を専門とする理学療法士が、病態評価や治療方針を共有しながら展開
します。息切れ等の症状の軽減、身体活動性向上による健康状態の改善を主なター
ゲットとして、出版した教材やダイアリーを用いてセルフマネジメントを重視しな
がら、2週間から4ヶ月程度の間隔で治療介入します。薬物療法等は紹介いただ
いた病院や診療所で継続していただきます。今までに約 190 名に実施、
COPD63％、間質性肺炎 22％をはじめとして多彩な疾患の方が受診しました。
平均年齢は74歳、外来継続受診率は約90％と良好です。グループで行う肺の健
康教室にも約130名が参加しました（春・秋コース）。歩行時のSpO2低下レベ
ルの軽減やCOPD増悪、肺炎による入院の減少効果も
得られています。呼吸リハビリテーション専門外来は金
曜の午後に行っています。是非ご紹介下さい。

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
2月24日(土) 13 時 30 分 肺がん 本間医師（呼吸器内科）
3月24日(土) 13 時 30 分 胸が痛いときどうしますか？ 神山医師（循環器内科）
4月28日(土) 13 時 30 分 泌尿器のレーザー治療 山下医師（泌尿器科）

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
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腹腔鏡手術を中心に患者さんにとってベスト
な治療を目指していきたいと思います。
趣味：硬式テニス、読書
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　医師 循環器内科

生活・服薬次第で健やかに過ごせる当科の醍
醐味を患者さんと共有していきたいです。
趣味：ランニング、演劇鑑賞
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お困りのことはなんでもご相談ください。常
に初心を忘れずに、診察します。宜しくお願
いします。　趣味：テニス、ゴルフ、ピアノ

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
※ 2月 10日（土曜日）午前は診療致します。

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

呼吸リハビリテーション専門外来 順天堂大学　植木　純

医師紹介（10月～12月入職）
《診療科、氏名、抱負、趣味など》

トピックス ア ラ カ ル ト・ ・

肺の健康教室：呼吸リハビリテーションの講座を 4 月、9 月より開催し
ています。月に 1 回 4 か月間の開催です。


