
本年4月1日より、看護部長に就任いたしました小澤優子です。
私は江東病院で助産師として20年余り勤務し、その後、外科・内科病棟の看護師長

を経て副看護部長として業務に従事してまいりました。これまでに培った経験を活かし
て、看護部の理念「1．生命の尊厳と人間性を尊重した看護を実践する」「2．看護の専
門性を追求し、知識・技術を向上させる」「3．チーム医療での看護部門としての役割を
充分発揮して協働関係が保てる」が実現できるよう、看護職員の育成に努めてまいりま
す。
私たち看護部は、皆様が住み慣れた地域で安心して生活ができるように、地域の保健・医
療・福祉の方 と々も連携し、医療・看護サービスを提供しております。また、当院にはがん専門
看護師1名と緩和ケア・認知症看護・透析看護の認定看護師3名が在籍し、看護の現場にお
いて「実践」「指導」「相談」を行い、看護ケアの広がりと質の向上をはかる活動をしておりま
すので、お気軽にご相談下さい。
60年以上継続されてきた江東病院の看護が、地域の皆様に信頼され、さらに貢献できるよ

う努めてまいります。これからも、皆様からのご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

本年7月1日より江東病院の院長に就任しました幕内雅敏です。
当院は創立以来64年の歴史を有する病院であり、また多くの諸先輩の御努力によ

り、286ベッドを有する病院に成長して参りました。当院は、地域住民の方々に信頼さ
れている病院と伺っております。諸先輩方のこれまでの御努力の上に、さらに外来診
療、入院診療、手術などの面で高度医療や先端医療を取り入れ、今後とも地域の
方々に進んだ医療を提供し、信頼される病院として成長させて行きたいと考えており
ます。
私は大学を卒業後、高度先進医療を中心に、新しい治療法の開発に努めて参りまし
た。最初は大坪修先生の御指導のもと、人工腎臓の応用でしたが、1979年に国立が
んセンターに赴任してからは、肝切除の安全性の向上に努めて来ました。1980年当

時は、肝切除後の死亡率は20～30％と高かったのですが、術中超音波の導入によって肝内の血管系が可視化さ
れ、小範囲の正確で安全な肝切除が初めて可能となりました。さらに門脈枝領域に色素を注入して同定し、その
亜区域を正確に切除する方法（系統的亜区域切除術）を確立しました。
1988年10月には信州大学第一外科の教授に任命され、小児の生体肝移植に日本で初めて成功し、その方は
現在も健在です。1993年11月には53歳の原発性胆汁性肝硬変の生体肝移植にも世界で初めて成功しました。
医師の最も大切な仕事は、日々どうしたら患者さんを助けることが出来るのかを考えることです。そうすれば、こ
の病院からも”世界初の治療法“によって患者さんの命を助ける医師が出現するかもしれません。
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院長に就任いたしました 院長  幕内雅敏

看護部長就任のご挨拶　 看護部長  認定看護管理者  小澤優子
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脳神経内科という診療科はなじみが少なく、また、まったくご存知でない方も多数いらっしゃるのではないでしょうか。
メンタル科（いわゆる精神科、神経科）とどう違うのか、わからないとおっしゃる方も結構いらっしゃいます。私たち脳神経
内科は、脳神経系の病気を診る内科の一つです。循環器内科の先生が、心臓を診たり、消化器内科の先生が胃、大腸ならび
に肝臓などを診たりするのと同じで、脳神経内科は、脳、脊髄、末梢神経さらに筋肉などの疾患を診察する内科です。

脳神経内科のご紹介

「脳神経内科の病気は治らない」といわれていましたが
確かに、脳神経内科の病気は、神経難病も多く、治らない病気も数多くありま
す。しかし、最近では様々な治療法ができ、治らない病気から治せる病気も出て
きております。それから病気を治すこととともに、進行の抑制や、再発予防、より
良い療養生活をすることに御協力することも我々の仕事と考えております。

当院脳神経内科
常勤医師2名と、非常勤医師4名で外来、入院診療を行っております。
全員が日本神経学会の専門医を取得しております。脳神経内科の病気は、難
病も多く、長期間に渡り慢性的に経過する病気もたくさんあります。急性期の
入院加療から、慢性期の継続療養まで行っております。院内の各科と連携し、
また地域の医療機関とも連携し、地域に密着した診療を行っております。

脳神経内科ではどんな病気を診察しているかご存知でしょうか？
私たち脳神経内科では、脳梗塞、脳
出血、アルツハイマー病、パーキンソン
病など、皆さんが良く耳にされる病気を
多く診察しております。その他にも、脊
髄小脳変性症、筋萎縮性側索硬化症、
多発性硬化症、重症筋無力症、ギラン
バレー症候群など、いわゆる神経難病
とされる病気も診察しております。
また頭痛、めまい、しびれ、ふらつき、

しゃべりにくい、物忘れ、手足の痙攣や、
無意識に身体が動いてしまったり、意識
が悪くなったなどの症状で、外来にお見
えになる方も多く診ております。

近年では高齢化もあり、パーキンソン病などの神経変
性疾患は増加の一途をたどっています。動作がゆっくりに
なったり、手が震える、歩行が小刻みになったなどは、パー
キンソン病の可能性もあり、当科の受診をおすすめしま
す。

てんかん発作は、最近は高齢化と相まって増加している疾患の一つです。特
に高齢になり発症するてんかんは、いわゆるけいれん発作だけではありません。
行動がおかしくなる時がある、意識が悪くなる時がある、急に物忘れが出たり消
えたりする、などの症状がみられることもあります。

脳梗塞のMRA（左）、MRI（右）写真（右片麻痺、失語症） 80歳台 女性

矢印の部分の血管が詰まって見
えない

白い部分が壊死している部分

頭痛（片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛）
脳梗塞、脳出血
パーキンソン病、パーキンソン症候群
アルツハイマー病、脳血管性認知症、てんかん
髄膜炎
多発性硬化症
脊髄小脳変性症、筋萎縮性側索硬化症
ギラン・バレー症候群
重症筋無力症
筋ジストロフィー
本態性振戦、顔面けいれん

頭痛がする
めまいがする
けいれんする
手足が動かしにくい
手足や顔がしびれる
手足が震えるようになった
動作が鈍くなってきた
物が二重に見える
歩きづらくなってきた
意識がはっきりしない、
もうろうとしている

手足が動かしにくい

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。先
日、千葉県に大災害をもたらした台風15
号の強風で木の根から倒れてしまいまし
た。木を起こし補助木で支えています。

ヒポクラテスの木

脳神経内科部長　古谷　剛
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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　腎臓内科
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」 （令和元年 10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
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島
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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）

乳幼児、小児は保育園や幼稚園、学校などで集団で生活するので子供同士が接近、接触しながら遊びや生活する機会が
多く、しばしば感染性の疾患にかかります。今回は代表的な感染性の皮膚病としてとびひ、水いぼ、手足口病を概説します。

1）伝染性膿痂疹　いわゆるとびひ
細菌による皮膚の感染症で、ブドウ球菌や溶血性連鎖球菌などが原因菌です。接触によって感
染し、火事の飛び火のようにあっと言う間に広がるため、“とびひ”と言われます。
あせも・虫刺され・湿疹などをひっかいたり、転んでできた傷に二次感染を起してとびひになりま
す。また、鼻孔の入り口には様々な細菌がいるため、鼻を触るくせがあると、鼻の周囲から始まった
り、その手であせもや虫刺されなどをひっかくことでとびひになってしまいます。とびひは2種類に分
けられます。1つは水疱（みずぶくれ）ができて、びらん（ペロッと皮膚がむける）をつくる水疱性膿痂
疹。もう1つは炎症が強く、痂皮（かさぶた）が厚く付いた非水疱性（みずぶくれができない）、痂皮
性膿痂疹です。
臨床像から診断することが多く、時に水疱や膿疱（水疱の中に膿が入っている）の内容物を培養し、原因菌の診断
や鑑別の参考にします。治療は抗菌薬の内服が多いですが、病変が小さい場合には抗菌薬の外用のみで治療するこ
ともあります。浸出液がつくことで拡大や他人に伝染するため、病変部は可能な限りガーゼで覆い、痂皮が乾燥するま
で治療を続けます。日常のケアは石鹸を泡立てて優しく洗い、シャワー浴とします。

2）伝染性軟属腫　いわゆる水いぼ
原因ウイルスはポックスウイルス群に属する伝染性軟属ウイルスです。乳幼児、小児に発症します。
表面がツルツルして光沢のある直径5mmくらいの丘疹（小さな皮膚の盛り上がり）で、てっぺんが少し
凹んでいるのが特徴です。自覚症状はないか、あっても軽い痒みがある程度です。典型例では臨床像か
ら診断できることが多いですが、診断が難しい場合には患部を摘み内容物を確認する場合もあります。
経過観察し自然治癒を待つこともできますが、時期に個人差があります。積極的に治療する場合は、先
の小さなピンセットやリングピンセットなどで水いぼをつまみ、内容物を摘除することが一般的です。

3）手足口病
　原因ウイルスはコクサッキーウイルスA16型、エンテロウイルス71型などです。乳幼児に多く見られます。3～5日の潜
伏期間の後、口や手のひら、足などに直径２～3mmの紅斑、丘疹及び小水疱が現れます。皮疹は肘、膝、お尻などにも
出現することが多いです。口の中では小潰瘍を作り痛みを伴いますが、他部位では軽いかゆみや痛みがある程度です。
通常3～７日の経過で水疱は色素沈着を残し消えます。発熱は約3割程度にみられますが38℃以下が殆どです。下痢、
嘔吐などの消化器症状がおこることもあります。臨床で診断することが多いですがときに
採血で抗体価を測定します。治療はほとんどの症例で経過観察もしくは対処療法で軽快
します。症状軽快後もウイルスは咽頭から１～２週間、便からは３～ ５週間排泄されますの
で特に排便時には手洗いが重要です。

今回は乳幼児、小児に多い皮膚病について概説いたしましたが、成人の方でも皮膚症状
が出現した際には受診下さい。

子供の感染性の皮膚病 皮膚科　竹内博美

背部

左背部
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退任医師
（5月～9月）

齊藤 翠（腎臓内科）、林 栄一（総合診療科）、糸魚川 幸成（呼吸器内科）、
神山 崇（循環器内科）、浅野 健一郎（整形外科）、乾 哲也（整形外科）、
中村 純子（リハビリテーション科）、井出 拓磨（耳鼻咽喉科）

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

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

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

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。

場　所：本館2階北側待合室　会場への入場は 15分前よりです
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
11月30日(土) 13 時 30 分「長引く咳」について 片山勇魚（呼吸器内科医師）
12月21日(土) 13 時 30 分「便通異常」について 野村　慧（消化器内科医師）
1月25日(土) 13 時 30 分「感染予防」について 渡部江津子 （感染制御看護師）

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。

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。
トピックス ア ラ カ ル ト・ ・

江東健康フォーラム開催案内

今年はインフルエンザ感染が既に話
題になっています。早目のインフルエン
ザワクチンの接種をおすすめします。
当院のインフルエンザワクチン接種
ですが、初診の方は電話で予約しご来
院ください。火曜、第1，3，5水曜、金曜

の15:30～16:00が接種日時です。小児の方は小児科外
来で予約してご来院ください。内科、外科、婦人科、泌尿
器科、整形外科、耳鼻咽喉科に通院中の方は受診の際に
受付にお申し出ください。接種の費用は60才以上の助成
対象者※や65～74才の方は2500円、75才以上※の方は費
用負担はありません。一般の方は5400円です。小児は一回
目/2800円、二回目/2600円です。
※：区から郵送された接種用予診票をご持参ください。

当院は東京消防庁
が使用していた救急
車の譲渡を受けまし
た。
当院から他院へ転
院、施設などに退院す
る患者さんの搬送を
始めていますが、地域
包括ケアシステムの
広がりにより、救急車

の要請が増える事が見込まれますので、様々な搬送に対
応できるようにして行こうと考えています。
今年度は当院を始め、５病院が東京都医師会より選出

され譲渡されました。

休日、時間外の救急は来院前にお電話ください
2020年1月11日は診療致します

市
いちかわ
川　沙

さ き
紀 医師 腎臓内科

丁寧な診療を心がけ努力致します。
洪
こう
　雅
まさとし
敏 　医師 整形外科

丁寧に診察致します。宜しくお願い
致します。

出
でさき
崎　雄

ゆうや
也 医師 腎臓内科

野
のじま
島 暁

あきひと
人 医師 耳鼻咽喉科／医長

納得いく診察をおこなうよう心がけ
ます。宜しくお願いします。

井
いはら
原　宏

ひろあき
彰　医師 呼吸器内科

長引く咳や肺炎などの一般的な呼吸器疾患以外に、
呼吸器難病や肺がんなど、幅広く診療しています。

医師紹介（5月～9月入職）《氏名、診療科、抱負》

分かりやすい説明を心掛けています。
お気軽にご相談下さい。

地元に役立つ医療を提供できるよう、
頑張って参ります。

循環器内科／部長山
やました
下 晴

はる よ
世  医師

インフルエンザのシーズンです東京消防庁の救急車が譲渡されました

大
おおさわ
澤　秀

ひでおみ
臣　医師 整形外科

気持ちに寄り添った医療を提供できる
よう、努力してまいります。
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