
最近、テレビや新聞などのメディアから「サ

スティナビリティ」という言葉を目にするこ

とが多くなりました。「サスティナビリティ」

とは「持続可能性・持ちこたえられる力」等

と訳される言葉だそうです。日々変化する医

療環境、限られた時間に翻弄されながらも心

のこもった医療を提供したいと獅子奮迅の活

躍をしている医師・看護師たち。いずれの病

院でも、多くの期待に応えようとするあまり、

医療スタッフのサスティナビリティが脅かさ

れている現状が見え隠れしています。長い職

業人生を考えた時、ここで働き続けたいとい

う魅力的な職場作りは急務であり、それが皆

さまの期待にお応えする基本になるものと考

えます。 

当院の今年度の新採用看護師は 35 名を数

えました。その多くが病院見学やインターン

シップ参加者であり、「感動的な看護場面を見

ることができた」「病棟の雰囲気がよい」「医

師とのチームワークがよい」など、実際に見、

感じたことを応募理由にあげています。これ

は非常に嬉しいことです。多くの病院が看護

師確保対策に苦慮している中、当院の看護を

「全国区」にするため、現場スタッフが学生

の実習指導やチーム作りに努力してきた成果

であると実感しています。現在は、病院をあ

げて東日本大震災被災地への医療救護班の派

遣など、広範囲の医療支援を続けています。 

今後は、地域病院との災害医療を含めた

看・看連携をはかり、各業務の更なるブラッ

シュアップと、専門看護師や認定看護師によ

る専門性の高い看護の提供など、来院される

皆さまお一人おひとりに喜んでいただける病

院作りをして参りたいと存じます。地域の皆

さまにおかれましては、これまで以上のご理

解とご協力をお願い申し上げます。 

 

東日本大震災の爪痕が

色濃く残っている中にも

時は巡り、穏やかな季節を

迎えました。例年のあふれ

るばかりの華やかさと違

い、今年の桜は悲しげな色

に見えます。被災なさった

方、またご親族が被災され

た方々に心からのお悔や 

みとお見舞いを申し上げます。 

さて、私、佐々木和子前看護部長を引き継

ぎ、4 月 1 日付けで東京臨海病院の看護部長

に就任いたしました。微力ではございますが、

大学病院での看護管理経験を基に、来院され

る皆さまによりよい看護サービスの提供を目

指して参りますので、よろしくお願い申し上

げます。 

東京臨海病院は、私学共済制度加入者の健

康保持増進と疾病予防に努めると同時に、江

戸川区随一の急性期総合病院として地域の皆

様に質の高い医療の提供を使命としていま

す。私ども看護部門も『患者とともに』とい

う病院基本理念の元、「思いやりのある看護」

を看護部理念に掲げ、看護師配置基準７：１

のキープと日本医療機能評価機構が定める医

療の質評価審査に合格し、質・量ともにハイ

レベルの評価を受けております。 

しかし近年の医療環境の変化はめまぐるし

く、医療の高度化や多様化がそれに更に拍車

をかけ、受診なさる皆さまの病院に対する期

待に十分にお応えできない場合があることも

事実です。現在の日本は就職氷河期といわれ

て久しく、「就職活動専門の家庭教師」が引っ

張りだこといった話にも驚かなくなりました

が、医療界は全く逆の状態で、慢性的な人手

不足が続いています。 
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平成 23 年 3月 11 日に発生しました東北地方太平洋沖地震により 

被災された皆さま、ならびにご関係の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。 

1 日も早い復旧・復興を心からお祈り申し上げます。 

看護部長 

菊地 武子 

看護部長のごあいさつ 



全日本病院協会の要請により、医療支援チームを被災地に派遣いたしました。 
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災害現場には、空路でしか人的・物的支援が輸送できない状況に陥ってしまったことが

被害をより拡大させました。また同時に、電話等の通信網が崩壊し、情報の双方向往来が

不可能になったことも被災者のストレスを高め精神的負担が拡大してしまいました。その

上、１ヶ月が過ぎているのに毎日のように記録的な余震が続いており、心の余震にも拡大

しています。 

被災地における災害医療は、地域毎に地震津波災害の程度、住民の年齢層、家族単位数、

経済状況などそれぞれ異なっており、支援を受ける側の温度差があります。また、地域医

療を支えてきた医療界が壊滅してしまい、指揮・命令を出せる医師会長や基幹病院長等の

指導者が居なくなってしまい、力が集約できなくなってしまったのです。全国から災害医

療の専門医を派遣してもらい、システム構築を急ぐ必要があります。そして、自治体に医

療対策本部を立ち上げ、医療需要の先を見越しながら優先順位をつけて指揮をとれる人材

の起用が必要だと思います。 

災害医療の支援は、地域の開業医が戻り、診療所の再開が出来てくれば、全国からの支

援は終了しなければなりません。地域医療の再生には、地域の医師達で成就させなければ

ならないのですから。 

 

 
平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災においては、過去

に経験しなかった巨大地震とともに津波災害と福島第一原発事故

が同時に襲ってきました。また、被災地域が南北に 500 キロもあ

り、市町村集落に通じる交通網が完全に津波による瓦礫や土砂で遮

断されてしまいました。 

東日本大震災被災地に医療支援チームを派遣しました 

派遣期間 平成 23 年 4 月 14 日（木）～17 日（日） 

派遣場所 福島県相馬市 旧相馬女子高校避難所内診療所 

派遣体制 医師 2 名、看護師 2 名、事務 1 名 計 5 名 

活動内容 
・避難所内診療所の応援 

・各避難所を巡回し、健康状態の確認（婦人科領域）
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原則として予約診療は 

いたしません 

■受付時間■ 
午前 8 時～ 

午前 10 時 30 分
 

５月１４･２８日

６月１１･２５日

７月 ９･２３日

この装置は従来の物と比べ、広範囲を

短時間で撮影することが可能なため、患

者さんの息止め時間が短くなり最高レベ

ルの検査が楽に行えます。また、これま

で以上に細かい病変を描出することが 

この装置は心臓 CT のハイレベルな検査が可能です。冠状動脈

CT での最薄 0.5mm スライスの高精度画像により、冠状動脈の

描出が可能になりました。これまでは「カテーテル」というチュ

ーブを動脈血管に挿入して検査を行っていたため、入院が必要で

患者さまの負担も大きかったのですが、最新のマルチスライス

CT では日帰り検査が可能となり、負担軽減に大きく貢献します。 

もちろん心臓以外の頭頸部・胸部や腹部臓器・手足や骨・血管

なども従来の装置より高速に高画質で撮影することが可能です。

さらに通常の断層画像（輪切りの画像）はもちろん、コンピュー

ターの特殊な画像処理による、3D（立体）画像や正面像・側面

像を作成することが可能です。診断から治療計画について、患者

さんへの説明に役立ちます。 

検査に関するご質問・ご相談等がありましたら、放射線科まで

お問い合わせください。 

▲64 列マルチスライス CT 

当院に最新の 64 列マルチスライス CT

『AquilionCX』が導入されました。従来から稼

動している 4 列・16 列 CT と比べ、体軸方向

の検出器列数が大幅に増え高速撮影が可能で瞬

時に細かく 128 断面（スライス）が同時に撮影

できる世界最高水準のマルチスライス技術を搭

載しています。かつ最新の X 線被ばく軽減技術

を搭載しております。また低侵襲を実現し安全

面にも配慮された、患者さんに優しい CT です。

▲冠 状
かんじょう

動 脈
どうみゃく

 ▲心臓バイパス術後 

▲下肢動脈 

可能となり、早期発見にも貢献します。

さらに、撮影時の被ばくを必要最小限に

抑える機能があり、検査を受けられる方

にとって優しい装置となっております。 

 

▲頸
けい

動 脈
どうみゃく

 ▲腹部
ふ く ぶ

大動脈
だいどうみゃく

瘤
りゅう

 

 

 
日時：5 月 14 日（土）11：00～1５：00 

場 所：東京臨海病院 1 階エントランスホール 

 

 

実施内容（予定） 
 
 

健康審査（体重、体脂肪、血圧）、

糖尿病相談、感染予防対策、 

子育て相談、など 

皆さんの 

ご来場をお待ち 

しております!！ 



 
 
 〒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/ 

  

 

 

 

 

 

 ◆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 
 

日本私立学校振興・共済事業団 

東 京 臨 海 病 院 

Page4 

先日、東北地方を震源とした東日本大震災が発生しました。特に津波による被害

は予想を超えるほどのものでした。家が流されていたり、ビルも 3 階 4 階まで浸水

してしまったり、まさかこの日本でこのような事が起きるとは・・・。ここ江戸川

区も海や川に面していて水害の起こりやすい地域です。もしも地震や津波が発生し

た時のことを考え、避難場所への経路の再確認、災害非常用バッグ等の再点検を行

いましょう。 

  

 

健康医学センター からのお知らせ 

東京臨海病院 健康医学センターでは、平成 23 年 4 月より

人間ドックのオプション検査として、下記の 3 つの検査を

実施いたします。 

申し込み・問い合わせ

時間 : 月～金 午前 9 時～午後 4 時 30 分 

TEL.03-5605-8822(直通)

 

胃潰瘍・胃がんの原因となる、ヘリ

コバクター・ピロリ菌の感染の有無

を調べる血液検査です。 

 

血中の「ペプシノゲン」という物質

を測定することで、血液から胃の粘

膜の萎縮度を調べ、間接的に発がん

の可能性を見る検査です。胃Ｘ線検

査と併用することで、胃がんの発見

率を更に高めることができます。 

 

通常のＸ線写真では、小さな肺がん

や、心臓・肋骨に隠れた部分が写真

に描出されない場合があります。 

ＣＴ検査は連続した断面画像を撮

影するため、他の臓器との重なりが

なく、小さな病変でも検出すること

ができます。肺炎、慢性呼吸器疾患

などの診断にも有用です。 

※ご利用料金等の詳細は、 

健康医学センターまで 

お問い合わせください。 

  

 

当院は、外来患者用として 287 台分（うち身

障者用 4 台分）の駐車場を用意しております。

外来患者用となっておりますので、入院期間中

継続して駐車することはご遠慮ください。 

長時間駐車されますと高額な駐車料金になり

ますのでご注意ください。 

ご家族やご面会の方などが駐車場を利用した

際も、同様に駐車料金が必要となります。 

利用時間 利用料金 

1 時間まで 無料 

1 時間超え～ 

8 時間まで 

1 時間につき 

100 円 
8 時間超えての 

ご利用 

以降 1 時間につき

200 円 
※駐車券を紛失した場合は、最初から 

1時間につき200円となります。 

病院駐車場のご案内 

編編集集後後記記・・次次回回予予告告  

 

病床数：400 床 

医師数（平成 23 年 4 月 1 日現在）：74 名 
外来延患者数：222,500 名 

入院延患者数：101,553 名 

手術件数：2,821 件 
 

平成 22 年度の当院の実績は 

以下のとおりです。 

葛西駅 発 東京臨海病院 行 

東京臨海病院発 葛西駅 行 

※外来診療のない日（休日、第 1･3･5 土曜日、

年末年始等）は運行しておりません。 

平日 


