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東京臨海病院は平成 14 年 4 月

の開院以来、お蔭様で 10 年とい

う節目の年を迎えることができま

した。本病院が大きなトラブルも

なく順調に発展してこられたの

は、城東地域を中心とした地域の

皆さまからかわいがられてきた賜

物だと感謝しております。 

開院当初からの基本理念は、地

域に開かれた温かく親しみのある

医療の提供を掲げて、患者さん中

心の病院とし、病院と患者さんの

相互信頼に基づく医療を展開する

ことと、私学事業団の加入者やそ

の家族の健康増進・疾病予防に努

力することを理念として努力して

きました。 

これらを根本的考え方として基

本方針を定め、まず加入者やその

家族が高機能な健康診断と診療を

いつでも受けられるよう最善を尽

くしてまいりました。また、地域

に特に不足する医療を中心とした

地域医療に積極的に協力し、医療

の質と安全を確保しながら向上を

図ってきました。その上、プライ

バシーを保護し、インフォームド･

コンセントに基づく患者の皆さん

の権利を尊重した医療、科学的根

拠に基づいた医療を提供すること

に努力してきました。さらに、本

病院は独立採算を原則とし、病院

経営の健全化に努めてきました。 

東京臨海病院全職員がこれに基

づいて日々活動している途中なの

ですが、高齢化社会の進展や経済

状態の悪化など医療政策や環境が

変化しており、事業計画そのもの

のあり方を見直す必要が生じてま

いりました。本病院が急性期医療

を提供する城東地域の中核病院と

して、より機能充実を図るべきと

国から都から期待されていること

は当然と考えつつ、私は坂本龍馬

に倣って本病院の将来を見据えた

新たな船中八策を考えてみました。 

１．城東地域における 2.5 次中核

救急病院として急性期医療と

救急医療に積極的に参画する 

２．都の認定がん拠点病院として、

がんの先進治療に積極的に参

入する 

３．休日全夜間における小児 2 次

救急医療を完全履行し小児医

療の質の向上を図る 

４．全国の私立学校で活躍してい

る加入者や地域住民が、がん

等の悪性疾患に罹患した際

に、充実した緩和医療を受け

られるよう緩和病棟、緩和医

療チームを充実させる 

５．外来ブース、リハビリ室、チ

ーム活動拠点等の整備を新築

含め進める 

６．城東地域における災害医療の

中核となるべく諸事業を展開

し、DMAT、JMAT に積極的

に参画する 

７．成田、羽田両空港にアクセス

が良い立地状況を利用してメ

ディカルツーリズムを推進す

る 

８．受診した患者の皆さんが再び

治療を受けたくなる環境整備

に全力を尽くす 

以上の 8 策を今後の 5 年 10 年を

かけて具現化していくことを願っ

ております。 
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去る 3 月 10 日、東京ガーデンパレスに

おいて地域医療連携連絡会を開催いたし

ました。 

7 回目となります今回は、順天堂大学医

学部免疫学特任教授 アトピー疾患研究

センター長 奥村康先生から「馬鹿な免疫

と 利口な免疫」と題するご講演をいただ

き、その後、懇親会を行いました。 

江戸川区医師会会長の徳永文雄先生を

はじめ、江東区医師会会長の井上仁先生、

すみだ医師会会長の鈴木洋先生、浦安市医

師会副会長の小林澄子先生のほか、登録医

の先生方、近隣医療機関の先生方など 43

名の先生方にご出席いただきました。 

開院 10 周年の節目ということもあり、

当院のあゆみを支えてくださった先生方

から温かく力強いメッセージをいただき

ましたこと、この場を借り厚く御礼申し上

げます。 

 
日時：5 月 1 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 

 

参加費はもちろん無料。年齢性別不問。

皆さんのご来場を担当者一同心からお

待ちいたしております。 

5 月１２日は「クリミアの天使」と称さ

れ、近代看護を築いたフローレンス・ナイ

チンゲールの誕生日です。国際看護師協会

（本部/ジュネーブ）は 1965 年からこの

日を「国際看護師の日」と定めています。

日本においては市民・有識者による「看護

の日の制定を願う会」の運動がきっかけと

なり、1990 年に旧厚生省により「看護の

日」が制定されました。看護職の職能団体

である(社)日本看護協会は毎年５月１２日

を「看護の日」として、１２日を含む週の

日曜日から土曜日を「看護週間」とし、都

道府県の看護協会や関係団体の協賛を得

て全国的にイベントを展開しております。

当院では地域住民の皆さんがご自身の

健康管理・介護予防に関心を持っていただ

く機会となればと考え、平成 17 年から「看

護の日・健康相談」と言うテーマでイベン

トを行って参りました。今年も右記のよう

に計画しましたのでぜひご参加ください。

5 月 12 日は 

看護の日 

 

日程：5 月１２日（土） 

時間：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 

▲糖尿病相談 

▲感染予防対策 

▲救急蘇生法 
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日 本 私 立 学 校 振 興 ・ 共 済 事 業 団  

東京臨海病院 

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
 

４月１４･２８日 
５月１２･２６日 
６月 ９･２３日 

平成 24 年 2 月の開設に伴い着任いたしまし

た。既存の呼吸器内科との密接な連携により、

患者さんに最適な治療を実施できる体制が整

っております。 

対象疾患は外科治療が必要な肺がん、縱隔腫

瘍、転移性肺腫瘍、気胸などが中心で、胸腔

鏡下肺生検も実施可能です。胸腔鏡手術を取

り入れ、患者さんの早期の社会復帰に配慮し

た治療を行っていきたいと考えております。

お気軽にご相談いただけたらと思います。 

 
医長 榎本

えのもと

 豊
ゆたか

 

 

 

 
 
 
 

呼吸器外科 

■資格■ 

 日本外科学会認定医、専門医 

 呼吸器外科専門医 

■専門■ 

呼吸器外科学 

 

【演題】

～基礎的な知識～ 

東京臨海病院 呼吸器内科医 坂本 徹 

江戸川区民の方を対象とした公開講演会を開催いたします。 

今回の講演会のテーマは「がん」についてです。「肺がん」「乳がん」２つの講演を

行ないます。みなさまのご来場を心よりお待ちしております。 

４月２１日（土） 

平成２４年 

1３:５0～16:10  
（13:30 受付開始） 

 

江戸川区総合文化センター  
３階研修室 

東京都江戸川区中央 4-14-1 
東京臨海病院 外科専門医 ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ読影認定医 

毛利 かの子 

参加費 
無料 

申し込み 
不要 

会場に直接 

お越しください 

連絡はこちら 
東京臨海病院 救急外来受付 
TEL：03-5605-8811（代表） 

 

診療対象 

●かかりつけ患者さん   ●入院治療を要する患者さん 
 

二次救急診療ですので、受診された患者さんは原則入院対応となります。 

かかりつけで受診を希望する患者さんは直接来院せず事前に電話で問い合わせ

をお願いいたします  

休日・夜間の救急診療体制の諸事情を 

ご理解・ご了承くださいますよう 

よろしくお願い申し上げます。 

 

平成２４年４月１日より３６５日２４時間体制で 

休日・全夜間の小児二次救急診療を行います 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

 

○がん患者さん･ご家族同士のおしゃべりコーナー 

○がん相談コーナー（専門の相談員が対応いたします）

○がんの療養に関する専門家によるミニ講座 

○図書・資料の閲覧コーナー 

〒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/ 
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皆さん、今年の花粉症はいかがですか？今春は雨の日も多く、３月でも雪が舞うほどの寒の戻り

がありましたね。例年よりスギ花粉は少ないと聞き嬉しい反面、梅や桜の開花は遅れ“春はいっ

たいどこに？”と思われた方も少なくないでしょう。その割にくしゃみの連発技を披露する毎

日･･･冬を越えればやっぱり春はやってきているんだなぁと感じたものです。気付けば新年度に入

り、当院にも新しい仲間が加わりました。次号でご紹介いたしますので、どうぞお楽しみに。 

病床数：400 床 

医師数（平成 2４年２月 1 日現在）：80 名 
外来延患者数：18,289 名 

入院延患者数： 9,302 名 

手術件数：２６８件 
 

平成 2４年２月の当院の実績は 

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。 

次号のドクターメールは･･･「スキンケア・アンチエイジング ～形成外科～」を予定しております。

時 平 日 第2･4土曜日 

7 54 54 
8 24 54 24 54 
9 24 24 
10 01 29 01 29 
11 00 37 00 37 
12 27 27 
13 15 15 
14 00 30 00 
15 00 30  
16 03 30  
17 00 40  
18 15  

時 平 日 第2･4土曜日 

7 35 35 
8 05 35 05 35 
9 05  35 05 35 
10 12 40 12 40 
11 11 48 11 48 
12 38 38 
13 26 26 
14 11 41  
15 11 41  
16 14 41  
17 11 51  
18   

がんの診療や療養生活に関する疑問・質問、不安や悩みを 

お抱えの方からのがんに関するご相談をお受けしております 連絡は 

03-5605-8811
来院時は 

医療福祉相談室へ 対応時間  9：00～16：00（平日） 

担 当 者  がん看護専門看護師、医療ソーシャルワーカー等（専門の相談員） 

申込み方法  

相 談 料  無料 

①電話：03-5605-8811（代表） 

○がん相談支援センターの看護師あるいは医療ソーシャルワーカー 

宛てにご連絡ください 

②直接お越しいただく場合 

○１階医療福祉相談室で、がん相談である旨をお申し出ください 

○各科外来受付の事務あるいは看護師に、がん相談支援センターの 

看護師、医療ソーシャルワーカー宛てに連絡をお申し付けください 

当院でも、４月からがん患者サロンを開催いたします。 

予約は必要ありませんので、お気軽にお越しください。 

日 時 講座内容 担 当 

4/２7(金)
抗がん剤・医療用麻薬使用時の排便調整 
～下剤調整のポイント～ 

薬剤師 

5/25 (金) 内服抗がん剤の服薬管理と副作用対策 
薬剤師 

がん看護専門看護師 

 

月１回 14:00～16:00

病院２階 第 1･2 会議室

費用：無料 （15～30 分程度） 

※詳細は、院内ポスター･ホームページをご覧ください 

注）がんの診断・具体的な治療法に関するお問い合わせはセカンドオピニオンをご利用ください 

・・・がん患者さん・ご家族同士の交流の場です・・・ 

対  象  がん患者・家族、地域住民、医療者 

編編集集後後記記・・次次回回予予告告

☆当日参加可 

・お互いの気持ちや意見を尊重し、プライバシーや個人情報は守りましょう 

・特定の治療方法の普及を目的とするものではございません 

・物品販売や民間療法推奨、政治活動、布教活動等、主催側と参加の主旨が異なる方には、参加を

ご遠慮いただく場合がございますのでご了承ください 


