
　　新年おめでとうございます。
　　年頭にあたり江東病院のあゆみをふまえ、地域の総合病院としての当院の役割を考えてみます。
江東病院は昭和30年（1955年）に三菱製鋼の地域社会への報恩の思想と地域住民の熱心な要
望、更に順天堂大学の全面支援のもとに誕生しました。鉄筋コンクリート3階建て、151床、医師40名、
看護師140名、総職員数380名よりのスタートでした。
昭和42年に隣接の三菱製鋼東京製作所跡地に大島6丁目団地が建設され、住民の増加に対応す

るために240床に増床されました。更に年々増加する患者さんに対応して行くために昭和50年に現在
の東館を新築し、手術室の改築と272床へ増床しました。
本館の老朽化と耐震性の観点から、平成19年に本館の新築工事に着手、診療を続けながらの新築工事のため、平
成22年11月に待望だった本館を竣工しました。病床数は286床とし、回復期リハビリテーション病棟を新設し、消化器

センター、呼吸器・感染症センター、血液浄化センター、睡眠時無呼吸セン
ターとがん患者さんのための緩和ケアチームを立ち上げました。常勤医師
数70名、看護師180名、総職員数440名となり、それぞれの専門医が専門
的な医療を提供できる体制を目指しました。救急外来は特に小児救急を強
化、内科、外科、整形外科、それに小児科の医師の当直体制で患者さんの
診療にあたっています。
平成26年春には社会医療法人へと法人変更しました。これにより当院は

より公共性の高い病院として再出発しました。
当院は地域への医療活動を積極
的に進めるために、平成12年に訪問
看護ステーション「たんぽぽ」を開
設、平成13年に東京綾瀬腎クリニッ
クを開設しました。また、高齢者の増
加による介護施設の需要が高まり、
平成17年4月に介護老人保健施設
「かがやきライフ江東」と認知症高齢
者グループホーム「サンライズホー
ム」を江東区枝川に開設しました。
平成27年11月に江東病院附属在

宅診療所を開設しました。4人に1人が後期高齢者となる2025年に向け、病院の
役割が変わる中、在宅医療の体制の設立をめざし活動を展開しています。 
当院は以上の様に地域住民の病院としての活動の充実の他に、在宅医療
活動の強化、介護老人保健老人施設の展開も行い地域包括ケア体制の確立
を進めています。これらの活動を基盤に更に地域に貢献できる活動を進めてま
いりますので宜しくお願いします。

「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

社会医療法人社団　順江会　江東病院　医療連携室発行
〒136-0072　東京都江東区大島6丁目8番5号

電話：03-3685-2166（代表）、医療連携室：03-3685-2253
http：//www.koto-hospital.or.jp
E-mail：renkei@koto-hospital.or.jp
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　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。
　大きな茶色の葉のそばに小さな新し
い葉がいくつも出ています。今期は秋か
ら年末にかけて暖かかったので春に出
る葉が出てきていると思えます。温暖化
の影響があるのでしょうか！

ヒポクラテスの木設立当時の建物

現在の江東病院

理事長　小出　輝

新年のご挨拶　江東病院は地域とともに活動します 理事長　小出 輝
　　新年おめでとうございます。
　　年頭にあたり江東病院のあゆみをふまえ、地域の総合病院としての当院の役割を考えてみます。
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『ロコモ』ってお聞きになったことがありますか？
「『メタボ』は知ってるけど…」という方も多いかもしれませんが、メタボと同じくらい大切な話なんです。運動器の障
害のために移動機能の低下をきたした状態を『ロコモティブシンドローム（略称：ロコモ、和名：運動器症候群）』といいます。
2007年、日本整形外科学会は人類が経験したことのない超高齢社会・日本の未来を見据え、この『ロコモ』という
概念を提唱しました。
ロコモは筋肉、骨、関節、軟骨、椎間板といった運動器のいずれか、あるいは複数に障害が起こり、「立つ」「歩く」と
いった機能が低下している状態をいいます。進行すると日常生活にも支障が生じてきたり、介護が必要になるリスクが
高くなります。いつまでも自分の足で歩き続けていくために、運動器を長持ちさせ、『ロコモ』を予防し、『健康寿命』を
延ばしていくことが今、必要なのです。

『健康寿命』という言葉をご存知ですか？
健康寿命とは、健康上の問題がない状態で日常
生活を送れる期間のことです。
平均寿命と健康寿命の間には、男性で約9年、女
性で約13年の差があります。誰もが最後まで、健康
でいきいきとした生活を送りたいと思っていますが、
現実的にはそう易しいことではありません。自立度
の低下や寝たきり、つまり要支援・要介護状態は健
康寿命の最大の敵です。そしてその原因の主なも
のは運動器障害、認知、脳血管障害などが有ります
が、第1位は「運動器の障害」だということをご存知
ですか？
要介護や寝たきりは、本人だけでなく家族など周
囲の人にとっても問題になります。自分のみならず
あなたの大切な家族や友人などのためにも運動器
の健康を維持しましょう。

自分は『ロコモ』なの？『ロコモ』にならないためにはどうすればいい？
自分が『ロコモ』に当てはまるか気になる方は、『ロ
コモチャレンジ！』という日本整形外科学会公認ロコ
モティブシンドローム予防啓発公式サイト
（https://locomo-joa.jp/locomo/）をチェッ
クして頂くと、その中に『ロコモ度テスト』という項目
がありますので、そちらを参考にしてみてください。
そして、その予防に関してですが、これも同じサイト
に『ロコトレ』という運動がよくまとまっていますので
是非御一読ください。外来診察で患者様に筋力・体
力強化を、とお話しするとしばしば「私はよく歩くよう
にしています！」「1日○千歩歩いています！」という返
答を頂くことがあります。しかし、歩くといっても日常
生活で歩くだけでは効果は限定的です。体力をつけ
るためには歩幅を広く・速く歩くことが大切ですが、
高齢者は転倒のリスクもあり必ずしも適切とはいえ
ません。『ロコトレ』は安全性にも配慮された内容に
なっているので、あなたの大切な家族や友人などに
お勧めしてみてください。

平均寿命 80.21

健康寿命 71.19

平均寿命 86.61
健康寿命 74.21

0歳　　　40歳　　　50歳　　　60歳　　　70歳　　　80歳　　　90歳

男性

女性

平均寿命と健康寿命の差 /ロコモチャレンジ公式WEBサイトより転載

運動器の障害
24.6%

認知症 
18%

脳血管
疾患 16.6%

高齢による
衰弱 
13.3%

その他 
27.5%

要介護、要支援の原因 /ロコモチャレンジ公式WEBサイトより転載

ロコモ25質問用紙 /ロコモチャレンジ公式WEBサイトより転載

整形外科医長　桑原宏朋『ロコモ』ってご存知ですか？
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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：86名、薬剤師 技師：107名、看護師：266名、その他192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 31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）

当院のリハビリテーション病棟は本館の建設に合わせて2010年秋に昔からあった東館4階に開設しまし
た。入り口に広いデイルームがあり、その先には車いすで動きやすいフロアー材で作られた真っすぐな廊下があり、各病室に行く
ことが出来ます。昨年秋に多数室の部屋代は無料、個室も大幅に値下げし患者さんのニーズに合わせるようにしました。
脳血管疾患、大腿骨頸部骨折、頚髄損傷、一部廃用症候群等の患者様に対し、日常生活動作の向上を図り、家庭復帰・社会
復帰を目的としたリハビリを行っています。

広いデイルーム。
食事はここで取り
ます。
広い廊下を通り車
いすで各病室へ。

月～金曜日は平
均2時間集中的
に、土曜日は午前
リハビリを行い
ます。

チーム連携による
質の高いサービス
毎週医師、看護
師、リハビリスタッ
フ、医療相談員で
カンファレンスを
行い、患者さんの
状況や方向を話し
合います。

病室の家具は低
く、車いすで出し入
れできます。
朝にはパジャマか
らリハビリ着に着
替え「おはようござ
います」。

回復期リハビリテーションの入院は、対象疾患及び算定
期間などの受け入れ条件がありますので、回復期リハビリ
テーション病棟の相談員にご相談ください。

電話：03-3685-2166
（呼：回復期リハビリテーション相談員）

排泄はできる限り
トイレでおこない
ます。

回復期リハビリテーションのご紹介
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当院は患者さんへのサービスの向上を目指し患者満足度調査を毎年秋に行っています。
調査は9月10日から5日間、外来患者さん、721名、入院患者さん、117名に対しそれぞれ準備した質問に答えていただく方
法のアンケート形式で行いました。外来患者、入院患者さんへのアンケートの主なものとして「江東病院を選んだ理由」、「当
院への満足度」、「改善すべき項目」の結果を掲載します。　

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9日（土）の午前は診療します

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
2月23日(土) 13 時 30 分 心臓病について 山本翔一（循環器内科医師）
3月23日(土) 13 時 30 分 泌尿器の腹腔鏡手術について 蓑輪忠明（泌尿器科医長）
4月20日(土) 13 時 30 分 大腸CT検査 村田修一（放射線科技師）
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患者満足度調査を行いました

医師紹介（10月～12月入職）
《診療科、氏名、抱負、趣味など》 お困りのことは何でもご相談ください。

佐
さ た
田 直

なお こ
子　医師 耳鼻咽喉科

＊項目は複数回答可

＊項目は複数回答可

サービス向上委員会
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