
当院は 1月～ 2月にかけMRI（磁気共鳴診断）装置を新型に入
れ替えました。MRI は磁場と電波で体内を撮影する検査で、あら
ゆる角度から体の断面像が得られる検査装置です。放射線は使用
していませんので放射線の被ばく
は有りませんが、「ガーガー、ビー
ビー」など大きな音が鳴ります。
今回導入したMRI装置は以前と
同じ 1.5 テスラですが旧型と比べ
ガントリー（装置の中心の被検者
が入る空洞）の直径が 70cmとな
り、以前の機種より 10cm大きく
なりました。また、以前の機種に
比べうすいスライスで検査が出
来、高い分解能であるため、微細
な病変を検出できるようになりま
した。乳腺や四肢の画像がたいへ
ん綺麗になりました。（写真左）

4月 2日当院に 48 名の新しい仲間が加わ
りました。内訳は医師 18名（臨床研修医６
名含む）、薬剤師 3名、理学療法士他 4名、
言語聴覚士 2名、管理栄養士他 3名、看護
師 15名、事務 3名です。
入職式で小出理事長より、「病院は国家試
験に受かった多種の人がいる組織ですので連
携が極めて重要です。これから 2年間は基
盤となる基礎知識や技術を身につける重要な
時期です」。海老原院長より「人生の中で今
までは助走、これからが本番です。何故医療
の道に進もうと考えたのか、良いチャンスですのでもう一度確認し、日常の業務に生かして下さい。」という激励
の言葉がありました。
この後 1週間オリエンテーションの研修があり、病院の概要、防災、警備、感染防止、安全などの基礎を学び
配属されました。一日も早く一人前になるよう頑張りますのでよろしくお願いします。

さくらが咲きました

病院の駐車場横の桜が3月28
日に満開になりました。植樹
して約7年半が経過し、直径
18cm、当院で一番大きく立
派な木に成長しました。
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新入職員48 名が入職しました よろしくおねがいします

新型MRIを導入しました



近年、治療の進歩によりがん治療も主に外来で行われ「がんとの共生」が言われるようになり
ました。しかし、それは医療者が常に近くにいる入院時と違い、治療後家に帰り自分で対処し考
えることを余儀なくされる環境といえます。また昔のように「医者にお任せ」ではなく、患者さ
んの意思を尊重し、生活スタイルに合わせた治療や、どこでどのようにして過ごしたいかといっ
た価値観を大切にした支援が重要とされ、医療者と相談しながら自分でも考えていく必要があります。
しかし、当院ではまだがん患者・家族に対する充分な相談体制が整備されていません。そこで、がん患者・家
族の方々が様々な問題に対してどのように対処し、がんと共にどのように過ごすかを少しでも具体的に一緒に考
えられるように、当院の緩和ケアセンター主催で「江東病院サザンカの会～がんと共に歩む～」としてシリーズ
で勉強会を開き、専門スタッフに相談できる会を開催することになりました。
勉強会の内容は「がんを知ること」、「がんとの過ごし方」などを中心に、「がんと共に生きる」これからを考え
るためのものを予定しています。
仕事をしている方やご家族も参加できるように 6月・9月・12月・3月の第 1土曜午後 2時～ 3時 45 分に開
催します。対象者は当院通院中や入院中のがん患者とそのご家族、がんに関心のある方を考えております。
会の名にある「サザンカ」の花言葉は「困難に打ち勝つ」「ひたむきさ」です。がん患者・家族の方々が打ち勝
つ力を最大限に出せるように江東病院スタッフが支援し、共に笑顔で歩める会にしたいと思います。皆様のご参
加をお待ちしております。
参加費は無料。参加申し込みはがん看護専門看護師、木原、または医療連携室までお電話ください。

電話 03-3685-2166
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地域住民との交流を目的に医師、薬
剤師、管理栄養士、相談員による健
康・薬剤・栄養・運動・福祉相談や
血圧、体脂肪などの測定を無料で行
います。ぜひご参加下さい。

5月11日（金）午後1～ 3時
江東病院本館2階

日時 テーマ
6月2日（土曜）2時 がんを知り・その治療や薬について学ぶ
9月1日（土曜）2時 がんとの過ごし方1/食事・症状対策について

12月1日（土曜）2時 がんとの過ごし方2/生活支援とお金/がん情報探すポイ
ント/医者とのコミュニケーション

平成31年 診断した時からの緩和ケア3月2日（土曜）2時
毎回 　3時：がん患者さんの体操紹介
　　　 3時15分：季節のイベント、本の紹介、座談会、個別相談など

第 20回看護研究発表会が 2月 24日（土曜）行われました。
看護研究は柿川看護顧問がこの数年間、テーマ選定から研究のまとめ方、
発表方法まで指導しており、研究内容の著しい改善が見られています。
今年の研究発表ですが、第一部は褥瘡発生要因の検討、転倒リスクの高い
患者への看護介入、陰圧室隔離における不安調査、大腿骨骨折患者の不安軽
減、透析患者の透析開始時の気持ちの分析、乳幼児の点滴固定の検討など患
者さんが対面する課題の質的な研究が行われました。幾つかの研究は学会
などで発表する計画です。
第二部は退院支援活動が報告され、その方法や重要性が発表されました。
参加者には病院で行われている様々な活動や課題を分かち合うことが出
来ました。

　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。
　4月になり突然小さなかわいい葉がた
くさん誕生してきました。気候はまだ不
安定ですが春を感じます。

ヒポクラテスの木

看護の日のイベントを行います

研究発表の講評を行っている柿川顧問

がんの一般講座を開催します～がんと共に歩む～ がん専門看護師 木原円子

看護研究会を行いました



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：27名、技師：87名、看護師：283名、その他193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 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）

ＪＰＴＥＣ (Japan Prehospital Trauma Evaluation and Care) は外傷病院前救護向上をめざ
して JPTEC 協議会が 2003 年 6 月に発足したコースです。全国で開催され 2014 年度末で

89,000 人がコース修了しています。
当院ではＪＰＴＥＣ外傷セミナーを2011年1月から開催しており、
今回はその 8回目となります。これは日本救急医学会専門医でもある
当院副院長、三浦医師が JPTECコースを企画、指導を行って来たこ
とがトリガーとなり、毎年 1回は必ず開催されています。
今回は 3月 18 日、日曜日に行われ、参加メンバーの職種は医師、
救急救命士、看護師、自衛隊などの 31名、インストラクター 26名、
タスクフォース（傷病者などを演じる支援者）18 名、その他事務局
メンバーなどで総勢約 75名の大イベントとなりました。

今回のコースは JPTEC
プロバイダーコースで救
急隊が事故現場から負傷
者を搬送して来るプロセ
スが行われました。頚椎
損傷している負傷者を想
定し、ヘルメットの外し
方、搬送するためのボー
ドへの移動、固定方法の
実際の訓練が行われました。
その後、乗用車から頚椎損傷している負傷者を搬送する訓練が行わ
れました。乗用車の運転席から、ボードを使用して搬送する方法と、
ボードを使用しないで搬送する二つの方法の訓練が朝 9時から夕方 5
時まで一日みっちり行われました。
今回の訓練に参加した当院の曽医師は「救急隊が事故現場から病院
まで負傷者を搬送して来る過程を知ることができました。中でも外傷
患者の負傷部位が何処かを知る初期評価プロセスはとても重要である
と思います。救急医療に興味がある私はたいへん有意義な一日でした」
と感想を話していました。

頚椎損傷の傷病者のヘルメットを外す手法の訓練

自動車の運転席から頚部を抑えながら頚部損傷傷病者搬
送用のボードに移し替える訓練

頚椎損傷の傷病者を搬送用のボードに固定する訓練

ボードが無い時や急ぐ場合のブランケットを利用した搬
送訓練

JPTECを開催しました



６名の初期臨床研修医が修了し順天堂大学、日本医大などに進みました。修
了式では「２年前は何もできなかったですが、手取り足取りゼロから指導して
くれた」としみじみお礼の言葉を述べ感謝し
ていました。入れ代わりに新たに 6名の臨床
研修医が加わりました。「まだ右も左も分か
らぬ状態ですが、先生方の医療に取り組む姿
を見習って全力で頑張っていこうと思いま
す」「先輩方のサポートを受け早く 1人前に

なれるよう頑張ります」と抱負を述べていました。

当院の事務長、佐藤久富氏が地域の防火管
理に寄与したとして、東京都消防総監より表
彰されました。この表彰は第 70 回東京消防
庁開庁記念に伴う消防行政協力者に対するも
のです。
同時に江東病

院も救急行政に
寄与したことに
関して受賞しま
した。

東京消防総監賞を佐藤事務長受賞

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
※ 7月 14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

トピックス 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。

ア ラ カ ル ト・ ・

江東健康フォーラム開催案内

場　所：本館2階北側待合室  会場への入場は 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19日(土) 13 時 30 分 MRIで見えるもの 川江大一（放射線科技師）
6月30日(土) 13 時 30 分 手術をうける前の心構え 佐藤　篤（麻酔科医師）
7月21日(土) 13 時 30 分 水虫 岩原邦夫（皮膚科部長）

退職医師
（1月～3月）

木庭尚哉/呼吸器内科、戸塚絢子、明樂麻衣子/腎臓内科、坂東橋堅太郎/感染制御室、平井沙依子/小児科、長谷川智行/外科、
田島勝利/耳鼻咽喉科、作田梨奈/皮膚科、岩崎紗世/麻酔科

当院は地域で切れ目のない医療連携を行う事を目的に医療情報連
携システム、通称「Pas Cal」を 2014 年 1月から開発、運用してき
ました。これは協定したクリニックの先生や当院の医師が場所や時
間に関係なく一般のインターネット PCを利用し、当院の特定の患
者さんの検査、画像、入院などほぼ全ての医療情報を見ることが出
来るシステムです。
このシステムのインターネット回線に接続するためのキーデバイ
ス、SASTIK（日本ユニシス㈱）が終了されることになり、Pas Cal
も終了する事になりました。
ご利用者にはご不便をおかけしますが何卒ご理解くださいますよ
うお願い申し上げます。

医療情報連携システム”PasCal” を終了

臨床研修医　6名が修了/6 名が始まりました


