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病院長就任の挨拶
　この４月１日より新病院長として東京臨海病院に着任いたしました丹正勝久（たんじょ

うかつひさ）と申します。当院に着任する前は、日本大学医学部附属板橋病院救命救急セ

ンターで、主に救急医療を担当しておりました。

　わが国の救急医療はその担当する患者さんの重症度によって３段階に分類されていま

す。すなわち、外来診療で治療可能な軽症を扱う「初期救急医療」、入院を必要とする中

等症を扱う「２次救急医療」、生命に危機が及ぶ重篤な病態を扱う「３次救急医療」の３

段階の分類ですが、救命救急センターが３次救急を担当する医療機関です。病院によって

はこれら全てを一カ所で扱う ER 型であったり、初期、二次救急を同時に扱う病院であっ

たり様々です。近年、国は、救急医療に関わらず、それぞれの医療機関（病院や診療所）

で行う医療の内容を、単に一律とするのではなく、その機能に応じて分ける方向性を打ち

出しています。すなわち、医療機関ごとの医療の分担として、病気の始まりの「急性期」

の治療を担当する医療機関であったり、急性期の治療が一旦終了した後の「回復期」を担

当する医療機関であったり、あるいは「在宅」医療であったりといった具合です。

　東京臨海病院は主に「急性期」を担当する病院として位置づけられますので、患者さん

の最初の治療を担当することが主な使命となります。当院での急性期の治療が一通り終了

して患者さんの病態が一旦落ち着きますと、回復期あるいは在宅医療を担う医療機関、医

療担当者にその任をお渡しするといった流れになります。このような地域における医療の

連携をしっかりしたものとし、患者さんの医療がスムーズにいくことが私達の大きな務め

になります。

　当院はこのような医療の連携を重視し、地域の皆様の期待に応えられるよう最善の努力

を惜しまず、よりよい医療を行って参る所存です。

　何卒皆様のご協力をお願い申し上げます。

■学歴・卒業年月：昭和 48 年 日本大学医学部医学科

■主 な 職 歴：日本大学医学部救急医学系 主任教授

　　　　　　　　日本大学医学部附属板橋病院救命救急センター 部長

　　　　　　　　日本大学医学部附属板橋病院 病院長

■主な所属学会履歴：日本救急医学会 専門医、指導医

　　　　　　　　日本臨床救急医学会 会長、理事

　　　　　　　　日本臨床リスクマネージメント学会 副理事長

　　　　　　　　日本救命医療学会 総会長

　　　　　　　　日本外科学会 専門医、指導医

　　　　　　　　日本消化器外科学会 専門医、指導医

■主 な 著 書：「初心者の ACLS（高度救命処置）テキスト」日総研出版

　　　　　　　　「救急薬物療法ワークシート」じほう出版

病 院 長

丹正　勝久（たんじょう かつひさ）
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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10・24日
6月14・28日
7月12・26日

５・６・７月
土曜診療日

５・６・７月
土曜診療日

ICT times Vol.5

　東京臨海病院 ICT（インフェクションコントロールチーム）が行っている業務に病院内巡回

があります。週に１回、３０分程度で病棟や外来、検査室、厨房などを巡回します。

　　　 　　巡回の目的　１．感染予防対策の確実な実施

　　　　　　　　　 　　２．職員の手洗いなど標準予防策の遵守

　　　　　　　　　 　　３．安全で安心な環境の維持　　　　　

　具体的には、マスクやエプロンが適正に使用されているのか、また手指洗浄剤やア

ルコール製剤が適切に管理されているのか、また汚染物が放置されていないか、古い

掲示物の有無や掃除が行き届いているかなど細かいことを指摘します。

そのため各部署には何となく敬遠されている感じもあります。しかし巡回によって環

境が改善され、感染予防に必要な物品の購入など感染

予防対策が確実に実施できるように各部署に働きかけ

ています。

　院内感染は、病院の医療の質に直結するものです。

日々院内を巡回し皆さんが安心して治療が受けられる

環境を提供するために目を光らせています。

地域医療連携情報交換会を開催しました地域医療連携情報交換会を開催しました

東京臨海病院 『プチ植物園』（初春編）

病院内巡回の実際病院内巡回の実際病院内巡回の実際

　皆さんはどのような事で  【春のたより】 を感じますか？  「桜の下でのお花見」  「入学式」「春の
高校野球」 「花粉症」……春は 1 年のうちでもっとも多くの花が咲く時期です。
東京臨海病院『プチ植物園』もたくさんの花が咲き始めました。

　

　平成２６年２月２０日（木）に、「地域医療連携情報交換会」

を開催いたしました。日頃から患者さんをご紹介いただくな

ど、医療連携にご協力いただいております地域の医療機関か

ら多くの先生方にご参加いただきました。

　今回は、日本医科大学内科学講座（呼吸器・感染・腫瘍部門）

主任教授 日本医科大学医学部長 弦間昭彦先生から『薬剤性

肺障害』についてご講演いただきました。

　新しい治療薬が次々と開発されていく中、薬剤性肺障害は

日常診療を行う上で常に気になることであります。お集まり

いただいた先生方とも活発な意見交換がなされ、大変有意義

な会になりました。

　お集まりいただいた先生方には大変感謝しております。今

後も変わらないご支援、ご協力をお願いいたします。

桜：
左近川沿いの桜がキレイに咲いていました。

屋上庭園：
屋上庭園では、パンジー・チューリップ・水仙・マーガレッ

トなど、色とりどりの花が咲いています。5 月には、朝顔・

ひまわりなどの種まきをします。
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●今後の「糖尿病教室」の予定（平成 26 年５～７月）

（木）

（月）

6/12

6/23

日　時 テーマ 担　当

●時間 /14 時～ 1５時

　（13:40 開場）

●場所 /2 階  大会議室

●参加費 / 無料

●申込み / 不要

※当日は直接会場までお越しください。

　詳しくは、病院ホームページまたは院内に

おいてあるパンフレットをご覧下さい。
理学療法士
糖尿病看護認定看護師

（木）

（月）

5/  8

5/19

薬剤師
糖尿病看護認定看護師

糖尿病の運動

～血糖値を下げる運動を知ろう～

糖尿病の薬

低血糖の症状と対処を知ろう

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。

「第 7 回 東京臨海病院 区民公開講演会」のお知らせ

ロコモティブシンドローム（運動器症候群）
～いつまでも自分の足で歩くために！～

●日時 / 平成 26 年　　　　　　　　　（土）

●場所 / タワーホール船堀（小ホール）

糖尿病の合併症の話

定員
250 名
定員になり次第
締め切り

★ご参加には、事前申込が必要です。申込書（講演チラシ）に必要事項をご記入の上、FAX または院内１階に

設置してある「受付 BOX」へ投函してください。FAX 番号：03-5605-7586（東京臨海病院  企画経営課宛）

13:15 ～ 15:50（12:50 受付開始）

江戸川区船堀 4-1-1

5 月 17 日

【ミニ講座今後の予定】

お問い合わせ：がん相談支援センター

■場所 /2 階  第 1･2 会議室
費用

は
無料

当日
参加可

出入り
自由

5/30（金）

6/27（金）

がん治療中の食中毒対策

日　程 担当者ミニ講座の内容

感染管理認定看護師

抗がん剤･医療用麻薬使用中の下剤調整のポイント 薬剤師

4/25（金） 抗がん剤による脱毛時のケア がん化学療法看護認定看護師

■時間 /14 時～ 16 時　ミニ講座 /14:30 ～予定（15 ～ 30 分程度）  

糖尿病専門医

糖尿病看護認定看護師
糖尿病と足の関係

～足を守るフットケアを知ろう～

●第 1 部「ロコモティブシンドロームってなに？」落合俊秀（整形外科部長）

●第 2 部「ロコモーショントレーニングをやってみよう！」笠原剛敏（理学療法士・主任）

●第 3 部「ロコモと尿失禁」斎藤忠則（副院長）

　がん患者さん･ご家族同士の交流

の場です。毎回ミニ講座も開いて

おりますので、どうぞお気軽にご

参加下さい。

毎月キャンサーカフェを開催しています毎月キャンサーカフェを開催しています毎月キャンサーカフェを開催しています

『看護の日』イベントのお知らせ『看護の日』イベントのお知らせ

●日時 /平成 26 年

●場所 /１階エントランスホール
　　　　および　正面玄関

5 月 10 日
13:30 ～ 16:00

（土）
●内容
　１．健康診査
　２．健康相談
　３．ロコモティブシンドロームチェック
　４．正しい手洗い
　５．救急車見学
　６．「看護への道」
　

　５月１２日は「看護の日」です。近代看護の基礎を築いたフローレンス・ナイチンゲー

ルの誕生日に因んで制定されました。今年は、5月11日（日）～17日（土）までが「看護週間」

となります。「看護の心をみんなの心に」をメインテーマとし、全国各地で「看護」にふ

れていただけるイベントが開催されます。

　当院では「看護週間」より 1 日早い、5 月 10 日（土）に「看護の日」のイベントを

企画いたしました。参加無料となっておりますので、お気軽にご来院ください。

（血圧測定、血糖測定、BMI、その他）
（健康や栄養相談、介護相談 など）

（正しい手洗い方法を学ぼう！）
（実際の救急車を見て！触って！）
（看護師になるための進路）

★体験コーナー・相談コーナーを利用していただくことにより、皆さんの健康増進に役立てて頂けるような内容を企画しています。

【がん相談支援センター】

1階「売店」前です。
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東京臨海病院
診療実績

東京臨海病院
診療実績

時 平 日 第2･4土曜日 

7 35 35 
8 05 35 05 35 
9 10  35 05 35 
10 12 56 12 40 
11 21 59 11 48 
12 31　56 38 
13 26 26 
14 01 46  
15 31 59  
16 26 56  
17 31 56  
18   

 

時 平 日 第2･4土曜日 

7 54 54 
8 24 59 24 54 
9 24 24 
10 01 45 01 29 
11 10 48 00 37 
12 20　45 27 
13 15　50 15 
14 35  00 
15 20 48  
16 15 45  
17 20 45  
18 15  

ホームページもご覧ください
http://www.tokyorinkai . jp/

〒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

日本私立学校振興・共済事業団

東京臨海病院

平成２６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（平成２６年２月1日現在）：82名

外来延患者数： 18,499 名

入院延患者数：  9,083 名

手術件数： 234 件

葛西駅 発　東京臨海病院 行　

東京臨海病院発　葛西駅 行　

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

※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･･･「糖尿病網膜症～眼科～」を予定しております。

編集後記・次回予告

　正月ほどではないですが、４月の年度初めは新たな気持ちで迎えようと心がけ

ています。特に新入職員がスーツを着て病院に出勤している姿を見かけると、当

時の自分を思い出し、心身あらたまる気持ちになります。今年の新入社員を「自

動ブレーキ型」と呼ぶそうで、「何事も安全運転、壁や障害物を察知して未然に止

まる」のだそうです。一般企業ではわかりませんが、病院勤務の場合は非常に優

れた機能かもしれません。新入職員の皆さん、一緒に頑張りましょう。

 
 

 

　70 ～ 74 歳の方の窓口負担は、平成 18 年の法改正により 20 年４月から「３割」

または「２割」とされていましたが、「２割」の方は軽減特例措置により実際には「１

割」負担（高齢受給者証には『２割／ただし 26 年３月 31 日までは１割』と表記）

でした。今回この特例措置が見直されることとなりましたが、該当する方の生活

に大きな影響が生じることのないよう、以下の点が定められました。

　★平成 26 年 4 月以降、新たに 70 歳に達する方から 2 割とし、既に 70 歳になっ

　　ている方は 1 割に据え置く。

　★月ごとの負担限度額を定める高額療養費について、特例措置により低く設定

　　していたこれまでの負担限度額を据え置く。

具体的な見直し内容を、＜Ａさん＞＜Ｂさん＞を例にご説明します。

平成 26年４月から

＊70 ～ 74 歳の方の医療費窓口負担が変わりました＊＊70～ 74 歳の方の医療費窓口負担が変わりました＊

◇誕生日に関わらず一定の所得がある方はこれまでどおり 3 割負担です。

◇詳細は、加入している健康保険組合、全国健康保険協会、市町村（国民健康保険

　担当課）、国民健康保険組合、共済組合にお問い合わせください。

★平成 26年 4月 2日以降に 70歳になる方（昭和 19年 4月 2日以降が誕生日）

★平成 26年 4月 1日までに 70歳になっている方（昭和 19年 4月 1日以前が誕生日）

70 歳を迎えた翌月（各月 1 日が誕生日の方はその月）より 2 割負担となります。

平成 26 年 4 月以降も引き続き特例措置の対象となり、1 割のまま変わりません。

※平成 26 年 3 月 2 日～ 4 月 1 日に 70 歳になった方は、3 割から 1 割になります。

＜A さん＞

＜Ｂさん＞

H26.4/15 に 70 才

７１才

▲

69才
３　割

▲ ▲

２　割

１割のまま変わりません

H26
5/1

70才 ▲

H26
4/15（誕生日）

▲

H26
4 月から

▲

１　割

H26
4 月から

～ ～


