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病院長 就任の挨拶
　この 4 月より病院長に就任した臼杵（うすき）と申します。どうぞよろしくお願い申し上

げます。

　東京臨海病院は 2002 年（平成 14 年）に開設された、病床数 400 床の総合病院です。

私学共済制度に基づく職域病院であると同時に、地域医療に最大限の貢献をすることをもう

一つの柱として掲げてきました。

　現下の最大の課題である新型コロナウイルス感染症に対して、当院はクルーズ船での発生

以降継続して診療を行い、江戸川区をはじめとする地域住民を中心に積極的に患者さんを受

け入れてきました。この間多くの皆さまから当院に対し温かい励ましやご寄付を頂き、職員

は大いに勇気づけられています。この場を借りてお礼申し上げます。

　感染症や自然災害のような突発的な出来事、さらに人口高齢化や働き方改革などさまざま

な社会情勢の変化に伴い、病院のあり方も大きく変化しようとしています。そして今後の地

域医療における当院の役割として、入院を中心としたより専門性の高い高度な医療の提供が

求められています。そのためには当院と地元の医療機関（かかりつけ医）との連携を一層深め、

必要なときにはかかりつけ医を通じてすぐに受診して頂ける体制づくりが欠かせません。皆

さまがかかりつけ医を持つことで、従来にも増して安心して生活できるような地域社会づく

りの一端を担ってまいります。

　多様化・複雑化を示す現代の医療ですが、その中でも一貫して当院が重点を置いているのは、

救急医療とがん診療です。24 時間体制で二次救急医療（内科系・外科系・小児科・産科）に

取り組み、さらに災害拠点病院として、地元医師会と協力して災害時にも医療を提供する準

備を整えています。また誰もががんに罹患する可能性がある現代において、がん診療におけ

る地域の医療機関の役割は増大しつつあります。当院は根治的な外科治療をはじめ、化学療

法や放射線療法、さらに緩和ケアまで幅広いがん診療に対応できるスタッフ・機器を整え、

長期にわたりがん患者さんに寄り添う医療を目指しています。

　当院は医療のさまざまな分野で重責を担っていますが、その中で最も重視しているのは「医

療の質」です。診療科ごとの医療を縦糸とすれば、多職種の専門スタッフからなるさまざま

なチーム医療が横糸となり、包括的に患者さんをサポートする体制を構築することで、より

質の高い医療を提供します。さらに医療という不確定要素の非常に多い業務の中で、当院で

は基本となる医療安全に常に注力しています。

　今後当院が私学共済制度加入者やご家族、そして地域の皆さまの期待に応え、必要とされ

る病院となるように職員一同努めてまいります。一層のご支援・ご協力を賜りますようお願

い申し上げます。

■学歴・卒業年月：昭和 62 年 　日本医科大学卒業

　　　　　　　 　 平成　７年 　日本医科大学大学院医学研究科修了

■資格・所属学会：日本内科学会総合内科専門医・認定内科医・指導医

　　　　　　　 　 日本呼吸器学会専門医・指導医、代議員

　　　　　　　　  がん治療認定医機構がん治療認定医

　　　　　　　 　 日本サルコイドーシス／肉芽腫性疾患学会評議員

　　　　　　　 　 身体障害者福祉法指定医（呼吸器、免疫）

　　　　　　　 　 医学博士

■専門・研究分野：びまん性肺疾患、慢性呼吸不全

病 院 長 臼 杵　二 郎（うすき   じろう）



地域住民の方に向けた講演会やイベントを多数開催しています。
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よろしく
　お願いします︕2021 年４月に着任した

医師を紹介します。
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専攻医

加藤　塁（かとう　るい）

林　彩佳（はやし　あやか）

平田　脩（ひらた　しゅう）

山口　航（やまぐち　わたる）

宮下　稜太（みやした　りょうた）

山本　桃子（やまもと　ももこ）

右田　卓（みぎた　すぐる）

廣本　貴史（ひろもと　たかふみ）

浅井　梨沙（あさい　りさ）

髙畑　創平（たかはた　そうへい）

安野　雄太（あんの　ゆうた）

中村　豪（なかむら　たけし）

奥口　聡美（おくぐち　さとみ）

笹脇　麻珠子（ささわき　まゆこ）

藤本　裕樹（ふじもと　ひろき）

簑原　沙和（みのはら　さわ）

金子　浩太郎（かねこ　こうたろう）

医　員

■泌尿器科部長

■産婦人科部長

和久本　芳彰
（わくもと　よしあき）

安藤　　智
（あんどう　さとし）

メンタルクリニック 佐藤　順紀（さとう　じゅんき）

専攻医

■ 「キャンサーカフェ」休会のご案内

泌尿器科は非常にフィールドの広い科であり、内科、外科両面での診察を行

います。そして高齢化社会に伴い、泌尿器科医の需要は日々拡大しつつあり

ます。今後も、地域の医院・病院と密に連携した患者さんファーストの丁寧

な医療を心掛けてまいります。

よろしくお願いいたします。

河合先生が培った臨海病院の産婦人科医療体制を引き継ぎつつ、当院の使命

である職域病院及び地域中核病院の役割を担っていきたいと考えておりま

す。将来的には拡充を考えておますが、現時点では３人体制の診療となり、

婦人科悪性腫瘍及び腹腔鏡手術は行っておりません。周産期医療及び良性開

腹手術については充実を考えております。何卒ご了承ください。

地域住民の方々のご要望にできる限りお応えしていこうと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。

　当院では、がん患者さん・ご家族同士の語らいの場であるキャンサーカフェを開催していましたが、現在、新型コロ

ナウイルス感染症の流行拡大に伴い開催を中止しています。再開が決まり次第、病院ホームページおよび院内掲示でお

知らせいたします。

　コロナ禍で、人との交流が少なくなり不安な日々を過ごしていらっしゃる方も少なくないと思います。以下のサイト

にがんのことやがんとの向き合い方、また新型コロナウイルスとがん診療のことなどの情報が掲載されています。参考

にされてみてはいかがですか。

■ 【腎臓内科】診察室変更のお知らせ
2021 年５月７日（金）より、

【腎臓内科】の診察室が変更になります。
腎 臓 内 科

診 療 科 変 更 前 変 更 後

１階 ３ 番２階 　 番　 ➡６ ３

●国立がん研究センター情報サービス
　https://ganjoho.jp/public/index.html
●日本癌治療学会，日本癌学会，日本臨床腫瘍学会（3 学会合同作成）
　新型コロナウイルス感染症とがん診療について（患者さん向け）Q&A  - 改訂 第 3 版 -
　http://www.jsco.or.jp/guide/index/page/id/285

専攻医



最新の医療機器を常に更新しています。
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★詳しくは病院ホームページをご覧ください
http://www.tokyorinkai.jp/

　当院ホームページにて、休診のお知らせを掲載しております。ご予約以外で受診される際ご確認をお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症の対応により外来診療スケジュールが急遽変更になる場合があります。

また、医師の急な都合により、休診情報を掲載できない場合がございますので、

あらかじめご了承ください。

　東京臨海病院では Facebook ページで、病院の院内・院外活動について情報発信を行っています。

【５・６・７月の土曜診療日】
■受付時間■午前８時～午前10時30分　原則として予約診療はいたしません。

５月８・22日、６月12・26日、７月10・24日 

■ 「東京臨海病院公式 Facebook」

■ 休診のお知らせについて

■ 新型コロナウイルス感染症の、感染防止に伴う面会禁止 等について
　新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、面会禁止 等を実施しておりますが、今後の状況の進展により対応の

変更が生じると思われます。来院の際は、ホームページにて最新情報を確認くださいますようお願いいたします。

新型コロナウイルスワクチンについて新型コロナウイルスワクチンについて新型コロナウイルスワクチンについて

■ 銀行 ATM が変わりました
　4 月より病院内 ATM が、みずほ銀行からセブン銀行に変わりました。

・平日･土日祝日　午前 8 時～午後 8 時

・セブン銀行 ATM で利用可能な他金融機関取引は、セブン銀行 ATM 利用時間内に利用可能です。

　詳細はセブン銀行ホームページにてご確認ください。https://www.sevenbank.co.jp/personal/atm/

　４月より 65 歳以上の方（昭和 32 年 4 月 1 日より前に生まれた方）に、新型コロナウイルスのワクチン

接種が始まりました。先行接種していた海外では、ワクチンによる発症予防効果は 95％という報告や、高齢

者施設の集団感染が大幅に減ったという報告があり、国内でもワクチンの効果が期待されています。

　ワクチンは 2 回の摂取が必要です。1 回目の接種から 3 週間後に 2 回目の接種を受けます。半数以上の方

が接種直後、または翌日以降に発熱や倦怠感、接種部位の痛み、吐き気などの副反応があり、1 回目よりも 2

回目の方が多くの方に副反応があります。副反応の多くは 1 ～ 3 日程度で改善します。接種について不安や

不明な点のある方は、コールセンターにお問い合わせください。

■江戸川区でのワクチン接種に関するお問い合わせに対応するコールセンター
　江戸川区【新型コロナウイルスワクチン接種】コールセンター
　電　　話︓03-6633-3380　
　受付時間︓午前 9 時 00 分～午後 6 時 00 分（年中無休）

★ワクチン接種後も現在のような流行期においては、これまで行ってきたマスクの着用や、手指消毒
　は重要な感染対策となりますので、周りの方のためにも継続してください。

１

懇親会
飲食を伴う

２

飲食
大人数や長時間の

３

会話
マスクなしでの

４

共同生活
狭い空間での

５

切り替わり
居場所の

換気を良くして三密を避けよう︕ いつでもマスク・手洗い・消毒忘れずに︕

感染リスクが高まる「５つの場面」



診療実績診療実績

〒134-0086 東京都江戸川区臨海町 1-4-2 電話 03-5605-8811（代表）FAX 03-5605-8113日本私立学校振興・共済事業団

東京臨海病院

2021年2月の当院の実績は
以下のとおりです。

病床数：400 床

医師数（2021年2月1日現在）: 73 名

外来延患者数：14,119 名

入院延患者数：7,774 名

手術件数：196 件

◆発行：東京臨海病院　◆発行責任者：臼杵 二郎　◆編集：広報委員会・企画経営課

■ 編集後記

電子カルテシステムをいちはやく導入し、安全安心な医療を提供しています。
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医療福祉相談室 発医療福祉相談室 発

 ちょっと気になる  こんな制度 ちょっと気になる  こんな制度ちょっと気になる  こんな制度 ご存じですか？地域包括ケアシステムご存じですか？地域包括ケアシステム

　今年の桜は惜しむ間もなく散ってしまい、葉桜の季節となりました。例年の「お花見」は難し

いご時世ですが、皆様どのように楽しまれましたか？

　江戸時代のお花見は、会食をせず、歩きながら桜を楽しむスタイルだったそうです。特に隅田

川周辺では、川沿いに桜を植え、人々が歩きながら観賞することで自然と地固めがなされ、水害

を減らしたという話が残っているそうです。楽しみ方は千差万別ですが、来年もまた健やかに桜

の季節を迎えられるように願っています。

『訪問診療』と『往診』の違いについて

　・『訪問診療』︓定期的（月 2 回）に患者さんの自宅に医師が訪問し診察を行うこと。
　　　　　　　　訪問診療では定期的な医師による診察に加え、血液検査、心電図等検査や点滴等の処置も可能です。
　・『往　　診』︓何らかの突発的な病状の変化に対して患者さんや御家族からの要請を受けて自宅訪問をすること。
訪問診療や訪問看護は契約をすれば、24 時間 365 日体制で電話対応・訪問対応をしてくださる地域の強い味方です。

【ひとくちメモ】

　地域包括ケアシステムは介護保険制度の枠内だけで完結するものではなく、介護保険制度と医療保険制度の両分野か

ら、高齢者を地域で支えていくものとなります。ご高齢の方においては、介護のニーズと医療のニーズを併せ持つ事が

多く、そうした方々を地域で支えていくためには訪問診療、訪問看護、訪問リハビリ、訪問薬剤指導などの在宅医療が

どうしても不可欠となります。

　外来診察や入院療養場面で、“そろそろ訪問診療に切り替えた方が良いのでは？”“訪問看護を入れてみてはどうか？”

と先生から声を掛けられた方もいるかもしれません。患者さん・ご家族は「病院から見放された」「病院と縁が切れて

しまうのでは？」とご心配になるかも知れませんが、決してそうではありません。医療と介護サービスが連携することで、

必要な時に一体的なサービス提供が可能となり、医療サポート（例：点滴、床ずれのケア等）が必要な方でも安心して

住み慣れた地域で過ごすことができます。

　訪問診療や訪問看護を実施している事業所は江戸川区内に多くあります。ご利用をお考えの方は、担当のケアマネー

ジャーやお近くの熟年相談室、当院の医療福祉相談室等に相談をしてみてください。

地域の実情に応じて高齢者をはじめとする継続的なケアを必要とする方が、なるべく住み慣れた地域で
自立した日常生活を営むことができるよう、医療や介護、予防、住まい及び生活支援を一体的に提供さ
れることをさします。

【地域包括ケアシステム】とは……


