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春うららかな何処かへ走り出

したくなるような良い季節とな

りました。この 4 月 1 日から新

病院長として心躍らせながら、

日本医科大学から着任いたしま

した山本保博と申します。どう

ぞ宜しくお願い申し上げます。

前任の大学付属病院におい

て、私は救命救急センターを担

当し、3 次救急医療を中心とし

て初期・2 次救急救命医療にも

全力投球で頑張ってきました。

我が国の救急医療体制は救急外

来が中心の｢初期救急｣、入院が

中心の｢2 次救急｣、救命救急が

中心の｢3 次救急｣とに分類され

ています。 近注目を浴びてき

ている｢ER 型救急｣は、この初

期から3次までの患者の初期治

療を全て行い、専門性の高い傷

病者についてはそれぞれの専門

医にお願いする振り分け外来的

な側面のある傷病者治療システ

ムです。しかし、この ER 救急

が米国で評判を得た理由は経済

的差別も人種的差別もなく、誰

でも平等に救急外来では診療し

ていますという平等な医療によ

ると考えられます。米国では国

民健康保険はなく、個人で民間

健康保険に入らなければなりま

せん。しかし、地域によっては

民間保険に加入していない住民

の方が多い地域すらあるので

す。これらの環境下で地域の

Public Hospital の ER では全て

の患者を平等に診ているという

ことが、サブプライム問題でゆ

れている米国では評判となって

いるのは、容易に考えられます。 

東京でも地域によっては、全

ての救急患者を適切な初療を行

い、全身状態の安定化がなった

時点で、必要によっては専門診

療科にお願いすることで地域の

皆さまから喜ばれている病院も

あります。城東の臨海地域を考

えた場合、救急患者は全て救急

医が診て、初療を行い、安定状

態となった時点で地域の病院や

診療所の先生方にお願いした

り、本病院の専門診療科にお願

いしたりする救急医療は医師不

足の昨今、ひとつの解決策にな

るのではないかと思います。 

いずれにしても産科、小児救

急、一般救急のより一層の充実

が本院に対する地域の住民の皆

さまから特に期待されておるこ

とは十分承知しております。私

は新病院長として地域の皆さま

の期待を裏切らないよう 善の

努力を傾注して仕事に取り組ん

でいく覚悟です。宜しく応援を

いただきたいとお願い申し上げ

ます。 

 

病院長 

山本
やまもと

 保博
やすひろ

 
副院長 部長 斎藤

さいとう
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■学歴及び卒業年月 

昭和 43 年 

日本医科大学卒業 

昭和 49 年 

日本医科大学大学院 

医学研究科修了 

 

■主な職歴 
日本医科大学救急医学 
主任教授 
日本医科大学付属病院 
高度救命救急センター部長 
日本医科大学名誉教授 
外務省｢緊急医療担当大使｣ 

 
■主な所属学会 

日本救急医学会代表理事 
(指導医・救急科専門医) 
日本集団災害医学会理事長 

 
■主な海外での研修、 

医療･調査活動 
・メキシコ地震日本政府医療 

チーム  
・湾岸戦争クルド難民日本政府 

医療チーム 
・インドネシア･スマトラ島沖 

地震及びインド洋津波被害に 
対する国際緊急援助隊第 3 次 
医療チーム 

・エジプト国対イラクの日本、 
エジプト協調医療運営指導 
調査団（団長） 

 
■主な著書 

｢救急医、世界の災害現場へ｣ 
(筑摩書房) 



質の高い、より良い医療が提供できるように日々努力して参ります。よろしくお願い申し上げます。
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 国の新しい制度として、平成 20 年 4 月から 40 歳以上 75 歳

未満の加入者及び被扶養者を対象に、特定健康診査や特定保健指

導をするよう医療保険者に義務付けられました。 

特定健診等を効果的に実施するために厚生労働省が示す「標準

的な健診・保健指導プログラム」を踏まえ、健康医学センターで

はメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健診と

保健指導が始まりました。 

特定健康診査･特定保健指導 

４月１２･２６日 
５月１０･２４日 
６月１４･２８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 

当センターは、加入者及び被扶養者を対

象とする特定健診等を直接実施する医療

機関として取り組む役割があります。 

一方、定期健康診断や人間ドックを実施

してきた近隣の企業から、特定健康診査や

特定保健指導をどのような方法で依頼で

きるか、企業側のアンケート等の調査とい

う名目で回答を求められています。 

 

 

特定健康診査は、糖尿病等の生活習慣病

とりわけ内臓脂肪症候群（メタボリックシ

ンドローム）の該当者・予備軍を減少させ

ることを目的としており、その健診項目を

設定し国が定める数値に該当した者を保

健指導が必要となる対象者として抽出し

ます。 

 

① 健康医学センターの役割 

 

② 特定健康診査と 

メタボリックシンドローム 

抽出した後は、生活習慣病にならないよ

う自分自身で生活習慣を振り返り、専門家

と一緒に生活改善をすることが、保健指導

の大きな目的です。 

③ 特定保健指導 

④ 流れ 

電話等で申し込み 

東京臨海病院 
健康医学センター 

受 付 

特定健診 
定期健康診断 
人間ドック 

特定保健指導 

医療保険者へ報告

支払基金へ報告 
各企業へ報告 

医療保険者へ報告

支払基金へ報告 
各企業へ報告 

1～3 月末で 

退職した医師 
病院長(神経内科) 今井 壽正

循環器科 古屋 真吾

消化器科 東原 良恵

 

平成 20 年２月に 

着任した医師を紹介します。 

 
医 員 川上

かわかみ

 倫子
と も こ

 

 

 

 
 

皮膚科 

■専門■  

皮膚科一般 

このたび２月１日より着任いたしました。

皮膚科全般を担当させていただいておりま

す。男女、年齢を問わず、どんな方でも日常

生活においてしばしば皮膚トラブルに遭遇

することが多いかと思います。そんな皆さま

に満足いただけるような医療が提供できる

ように、日々努力してまいりますので、どう

ぞよろしくお願い申し上げます。 

神経内科 志村 秀樹 

眼科 堀内 永子 

産婦人科 渋井 庸子 

皮膚科 西澤 千尋 

麻酔科 馬場 都 
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当院は、平成 20 年度から開始する 

「東京シニアレジデント育成病院」に

指定されました。 

当院では、日頃連携いただいている近

隣医療機関の先生方をご招待し、地域医

療情報交換会を開催しています。 

平成 20 年 4 月 3 日(木)午後 7 時より、

新病院長就任のご紹介を兼ね、文京区の

湯島にあるホテル「東京ガーデンパレス」

で開催いたしました。 

地域医療情報交換会 

を開催いたしました 

東京シニアレジデント 
２年間の卒後臨床研修を終了し、東京シニアレジ

デント育成病院において、産科・産婦人科または

小児科を領域とする専門医養成のための後期臨

床研修プログラムを履修する医師です。なお、東

京シニアレジデントの定員は、１病院あたり原則

３名です。 

東京シニアレジデント 

育成病院に指定されました 

お忙しい中、江戸川区医師会会長の徳永文雄先生をはじめ、日本

医科大学理事長、日本大学医学部長、順天堂大学医学部附属順天堂

医院院長、また近隣市区医師会長の先生方、近隣医療機関の先生方

など、62 名の先生方にご出席いただき、日頃のご支援ご協力に感

謝しながら、新しい病院長を囲み、和やかで有意義なひとときを過

ごすことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■時間 10 時～11 時  ■場所 大会議室（病院２階オレンジ色廊下正面）

毎月第２･４土曜日に開催中 事前申込み・参加費は不要です。 

直接会場にお越しください。詳しくは内科外来受付まで！ 

開催日 演   題 対象 担 当 

1０日 糖尿病予備軍になっていませんか ★ 看護部 ５ 

月 2４日 インスリンの話 ★★★ 薬剤科 

1４日 なぜ血糖があがるのか ★ 内 科 ６ 

月 2８日 インスリン注射器をさわってみよう ★★★ 薬剤科 

12 日 血糖測定・尿糖測定 はかってみよう ★ 看護部 ７ 

月 2６日 糖尿病の食事と運動について(標準体重･指示単位の確認) ★ 栄養科 
  

 
 

★ 
どなたでもご自由に 

ご参加ください 
 

★★ 
糖尿病の手前･境界型 

と言われている人、 

家族に糖尿病の人が 

いるなど初心者向け 
 

★★★ 
糖尿病といわれて 

すでに治療をしている人 
１ 

★マークの説明

当院では糖尿病の患者さまがよりよい治療を受けられるために、生活習慣病講座

「糖尿病予防教室」を開催しています。医師、看護師、薬剤師、栄養士がそれぞれ

のテ－マにしたがって、午前 10 時から約 1 時間お話をしています。 

 後には質問コーナーも設けています。テ－マと関わりなく糖尿病について疑問

に思っていることがあれば何でもご質問ください。当院の外来に糖尿病で通院され

ている方だけでなく、これまで血糖が高いといわれたことのある方、また糖尿病あ

るいは生活習慣病全般に興味のある方等どなたでも歓迎いたします。 



 
 

〒134-0086 

東京都江戸川区臨海町 1-4-2 

電話 03-5605-8811(代表) 

FAX03-5605-8113 

ホームページもご覧ください 

http://www.tokyorinkai . jp/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

編編集集後後記記・・次次回回予予告告  

 
次号のドクターメールは・・・ 

「 脳梗塞～神経内科～ 」を予定しております。 
◆発行：東京臨海病院  
◆発行責任者：山本 保博  
◆編集：広報委員会・企画経営課 
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近、もうすぐ 1 歳の娘の入眠のため散歩を日課としている。近所を何気なく徘徊している

と、桜の樹の多さにびっくりさせられた。私の住んでいる豊島区駒込は桜の「ソメイヨシノ」

の発祥の地とされている。花は中輪、一重咲きで淡紅色の華やか桜である。娘に見えるように

と、枝を引き寄せ、娘の視界に花を近づけると、パッチリ見開いた眼ときょとんとした表情を

憂いつつ楽しんでいる。桜散った後は、サツキのつぼみに心傾ける、今日この頃である。 

・ ・・後期高齢者医療制度について・・・

 

平成２０年４月より、７５歳以上(６５歳以上～７５歳未満で、

一定の障害がある方を含みます)の高齢者が個人単位で加入する

「後期高齢者医療制度」が始まりました。   

 

● 運営   
各都道府県に設置された「後期高齢

者医療広域連合」が運営します。 

届出の受付・保険証の引渡し等の窓

口業務と保険料の徴収は区市町村

が行います。 

所得割  
(所得に応じて負担する部分)  

＋ 
 被保険者均等割 

 (被保険者が等しく負担する部分) 

医療機関での窓口負担割合は 3 月までと変わりませんが、保険料が人によ

って増減します。また、これまで保険料の負担がなかった被用者保険の被扶

養者も、当面は猶予されますが、新たに保険料を負担することになりました。

以下に新制度の概要を説明します。 

 

・同じ都道府県で同じ所得であれば、

原則として同じ保険料になります。

・これまで被扶養者だった方の保険料

は、当面軽減措置がとられます。 

・原則として、年額１８万円以上の公

的年金受給者は、介護保険料と一緒

に年金から保険料が差し引かれま

す。その他の方は、自治体から送付

される納付書や口座振替で個別に

納めます。 

● 保険証（被保険者証） 
１人につき１枚「後期高齢者医療被

保険者証」が交付されます。 

受診の際には医療機関窓口に提示

する必要があります。 

● 医療費の自己負担（これまでと同様）

● 保険料  

詳しくはお住まいの市区町村へお問い合わせください。 

一    般 １割負担 

現役並み所得者 ３割負担 


