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病院長就任の挨拶
　南北に 13 ㎞、東西に 8 ㎞と縦に長い江戸川区の中で、当院は最南端に位置しております。

東西線の西葛西駅からバスで 10 分程度とはいうものの、多くの区民の方々にとって交通の

便は、お世辞にも良好とは言えません。このような立地条件にもかかわらず、多数の区民の

方に受診していただいており、多くの地域住民の皆様に支えられ、今年で開設 15 年目を迎

えることができましたことを心より御礼申し上げます。

　江戸川区は、周囲に総合病院がないという事もあり、地域の皆様から当院へ求められる要

望は多岐にわたっております。これらの要望にお応えすべく、開院以来、さまざまな医療機

能を段階的に充実する努力をしてまいりました。特に重点を置いてきた診療部門に、『救急

医療』があります。地域医療に欠かせない 24 時間体制の内科系・外科系・産科の二次救急

医療を担っており、選定困難事例として「たらいまわし」になる恐れのある患者さんの受け

入れを促進するため設けられた『東京ルール』の幹事病院にも指定されております。不幸に

して大災害が発生した場合は、地域の災害指定病院として、地区医師会と協力し多数の重傷

者を受け入れる態勢を整えてきました。また、新型インフルエンザが蔓延した場合は、診療

拠点としての機能を発揮します。

　がん診療においては、大腸がん・胃がん・乳がん・前立腺がんに対しての治療実績から『東

京都がん診療連携協力病院』に指定されていますが、今後は肺がん、婦人科がんなどについ

ても充実を図っていくつもりです。また、小児科医師を充実させ、産科病棟のスタッフをす

べて助産師にするなど、小児・周産期医療にも力を入れております。

　当院は、私学共済制度加入者やご家族の健康増進・疾病予防に貢献することはもとより、

江戸川区における地域医療に貢献する使命を持っております。職員すべてが医療者としての

誇りを醸成することで、温かく親しみにあふれる医療、そして安全で高度な医療を目指して

います。

　良い病院づくりは医療者の努力だけでは決して為し得ません。何卒、皆様の温かいご支援

をよろしくお願い申し上げます。

■学歴・卒業年月：昭和 55 年 　順天堂大学医学部卒業

■資格・所属学会：日本外科学会指導医、日本消化器内視鏡学会指導医  　

　　　　　　日本消化器病学会指導医、日本消化器外科学会認定医  　

　　　　　　日本がん治療認定医機構暫定教育医

　　　　　　日本がん治療認定医機構がん治療認定医

　　　　　　日本成人病（生活習慣病）学会認定管理指導医、認定 ICD 　

　　　　　　日本医師会認定産業医、日本体育協会認定スポーツドクター

　　　　　　日本内視鏡外科学会評議員、日本肝・胆・膵外科学会評議員

　　　　　　日本腹部救急医学会評議員、日本消化器内視鏡学会関東地方会評議員

 　  日本救急医学会関東地方会幹事、日本医療経営学会理事

 　  日本成人病（生活習慣病）学会評議員、医学博士

■専　　門：一般外科、消化器外科

■研究分野：閉塞性黄疸時の胆汁酸代謝

　　　　　　肝移植におけるサイトカインの役割

病 院 長

小 林　 滋
こばやし　　　　        しげる

平成 28 年 4 月 15 日に熊本を中心に地震が発生し、九州地方の広範囲にわたり未曾有の被害を
もたらしています。多くの被災された皆さま、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。
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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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　今年４月に政府は、『抗菌薬（抗生物質）が効かない薬剤耐性菌対策として、２０２０年までに抗菌薬の
使用量を、３分の２に減らす目標を立てた』と報道されました。米国のオバマ大統領も 2014 年に「大統

領令」を発令し、この問題に取り組んでいます。

　厚生労働省によると、２０１３年の耐性菌による死者は全世界で７０万人ですが、２０５０年にはがん

を上回る１０００万人に達するという試算もあります。薬剤耐性菌は、もはや全世界が取り組まねばなら

ない深刻な問題となっています。

　抗菌薬は、適正に使用すれば感染症を治療する頼もしい薬です。その一方、治療の過程で薬剤耐性菌が

発生した歴史もあります。

当院では、すでに薬剤耐性菌対策として抗菌薬の適正使用に向けて取り組んでいます。

★以下の事を守ることが、薬剤耐性菌対策として重要です。
　１． 医師の指示通りに内服し、自分の判断で中断しない。
　２． 余った抗菌薬を別の機会に内服しない。
　３． 患者がみずから抗菌薬を欲しがらない。

平成 2８年４月に着任した医師を紹介します。

ひらかた　　 ひとし

■資格■
日本泌尿器学会専門医・指導医
日本性機能学会専門医

■専門■
泌尿器科全般

泌尿器科
部　長

やまぐち　　　 ともよし

■資格■
日本内科学会総合内科専門医・指導医
日本呼吸器学会呼吸器専門医
日本循環器学会循環器専門医
日本がん治療認定機構
　　がん治療認定医・指導医
日本感染症学会感染制御医（ICD）
■専門■
呼吸器内科全般（特に肺がん）
呼吸器感染症　

まちだ　　   ゆたか

■資格■
日本内科学会認定内科医
日本神経学会専門医
日本神経学会指導医
身体障害者福祉法指定医（肢体不自由）

■専門■
神経内科疾患
パーキンソン病の診断と治療
アルツハイマー病の診断と治療

平方　仁
呼吸器内科

部　長
神経内科
部　長山口　朋禎 町田　裕

■資格■
日本内科学会認定内科医

■専門■
消化器内科学

消化器内科 谷口 源太郎
たにぐち 　げんたろう

■学歴・卒業年月：昭和 55 年 　順天堂大学医学部卒業

■資格・所属学会：日本外科学会指導医、日本消化器内視鏡学会指導医  　

　　　　　　日本消化器病学会指導医、日本消化器外科学会認定医  　

　　　　　　日本がん治療認定医機構暫定教育医

　　　　　　日本がん治療認定医機構がん治療認定医

　　　　　　日本成人病（生活習慣病）学会認定管理指導医、認定 ICD 　

　　　　　　日本医師会認定産業医、日本体育協会認定スポーツドクター

　　　　　　日本内視鏡外科学会評議員、日本肝・胆・膵外科学会評議員

　　　　　　日本腹部救急医学会評議員、日本消化器内視鏡学会関東地方会評議員

 　  日本救急医学会関東地方会幹事、日本医療経営学会理事

 　  日本成人病（生活習慣病）学会評議員、医学博士

■専　　門：一般外科、消化器外科

■研究分野：閉塞性黄疸時の胆汁酸代謝

　　　　　　肝移植におけるサイトカインの役割

小児科 宮野　洋希
みやの　      ひろき

■資格■
NCPRプロバイダー

■専門■
小児科一般

循環器内科 嶋田 貴之
しまだ　　たかゆき

■資格■
日本内科学会認定内科医

■専門■
循環器内科一般
冠動脈カテーテル
　インターベンション治療

消化器内科 多田 昌弘
ただ　　 まさひろ

■資格■
ACLS
PALS

■専門■
消化器内科

産婦人科 皆川　友希
みながわ　       ゆき

■専門■
産婦人科一般

眼　科 清水　桃子
しみず　       ももこ

■専門■
眼科一般

形成外科 上野　佐知
うえの　　　 さち

■資格■

日本形成外科学会専門医

■専門■
形成外科一般
顔面外傷、レーザー治療
フットケア

麻酔科 杉田　慎二
すぎた　        しんじ

■資格■
日本麻酔科学会麻酔専門医

外　科 岡澤　裕
おかざわ　　 ゆう

■資格■
日本外科学会専門医

■専門■
消化器外科
一般外科

外　科 森岡　広嗣
もりおか　   ひろつぐ

■資格■
日本外科学会専門医
仙骨刺激療法講習会修了
ALTA 四段階注射法講習会修了
ICLS
緩和ケア研修会修了
■専門■
消化器外科、大腸肛門外科

耳鼻咽喉科 吉田 由記
よしだ　    ゆき

■資格■
緩和ケア研修会修了

■専門■
耳鼻咽喉科全般

よろしくお願いします！



【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1４・2８日、 ６月1１・2５日、 ７月 ９・2３日

最新の医療機器を常に更新しています。
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日　時 テーマ 担　当

（月）

（木）

６/ ６

６/23

費用
無料

当日
参加可

出入り
自由

にお立ち寄りください

理学療法士
糖尿病看護認定看護師

･血糖値の変動を知ろう
･低血糖について

管理栄養士

薬剤師

･糖尿病の運動

･糖尿病の食事　基礎編（月）

（木）

５/ ９

５/26

･糖尿病の薬

　５月12日（木）は、近代看護の基礎を築いたフローレンス・ナイチンゲー

ルの誕生日です。東京臨海病院看護部は、今年も同日に「看護の日」のイベント

を開催いたします。看護の心を広く伝えていくためのキャンペーンをはじめ、

血圧・体重・体脂肪測定などの【健康診査】、専門家による【各種健康相談】など、

患者さんのご家族や、地域の皆さま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。

　当日は、「看護の日」に因んだグッズを取り揃え、多くの皆さまの参加を

お待ちしております。お気軽にご来院ください。

●日時 / 平成 2８年  　　　　　　　　　 （土）
13:15 ～ 15:50（12:50 受付開始）

5 月 21 日 ●場所 / タワーホール船堀
　　　　（小ホール）

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 11 回 東京臨海病院 区民公開講演会」を開催します。

糖尿病を知ろう！今回のテーマは…

講演 1　糖尿病 ～人は「血管」と共に老いる～　二見　章子（糖尿病専門医）

講演 2　足の健康を考える ～フットケアとは？～ 山田　哲郎（形成外科医長）

講演 3　家庭でできるフットケア 　田中　聡美（糖尿病看護認定看護師）

★ご参加には、事前申込が必要です。

　①氏名 ②年齢 ③性別 ④住所 ⑤電話番号 を明記の上、下記のいずれかでお申し込みください。

　●院内に設置してある「受付 BOX」へ投函　

　●FAX 送信　FAX 番号：03-5605-7586（企画経営課宛）

　●メール送信　メールアドレス / kouenkai@tokyorinkai.jp

定員
250 名
定員になり次第
締め切り

【お問い合わせ】

東京臨海病院 事務部 企画経営課 TEL:03-5605-8811（代）

（受付時間：土日・祝日を除く平日９:00 ～ 17:00）

フローレンス・
　　ナイチンゲール

看護の日看護の日 のイベントを開催します。

昨年の「看護の日」イベント▲

日　程 ミニ講座の内容／担当

５/27（金）

●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。

　月２回程度、糖尿病教室を開催しています。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

トをご覧ください。

お問い合わせ/がん相談支援センター
１階「売店」前です

　キャンサーカフェでは、がん患者さんやそのご家族の交流の場やミニ講座に加えて、個別相
談もお受けしています。薬のことや食事や栄養のこと、仕事や生活全般のことについて、ご心
配なことやおわかりにならないことなど、遠慮なくお尋ねください。

■時間 /14 時～ 16 時　ミニ講座 /14:30 頃予定（15 ～ 30 分程度） ■場所 /2 階  第 1･2 会議室 

がんとわたし　多和田 奈津子氏（グループネクサスジャパン）

６/24（金） アピアランスケア　光江　弘恵氏（ソシオエステティシャン）

管理栄養士
糖尿病看護認定看護師



診療実績診療実績

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２８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２８年２月1日現在）: 83 名

外来延患者数：  20,230 名

入院延患者数：  9,475 名

手術件数： 276 件

【東京臨海病院発】

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

東京臨海病院⇔葛西駅を結ぶ路線バスが瑞江駅方面まで
　　　　　　　　　運行区間を延長しました。 時 平　日 第2・4土曜日
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江戸川スポーツランド行

　ふくらみ始めた蕾に、一斉に開くことを楽しみにしながらも、ゆっくり眺める

ことが出来なかった今年の桜。満開の桜は見逃しても、桜吹雪が幸せな気持ちに

させてくれますね。そういえば中学生の頃、散る花びらをキャッチして願い事を

すると叶うと、部活で学校の周りを走りながら桜の木の下で立ち止まっていたこ

とを思い出します。そろそろ桜は終わりますが、環境の変化も多く慌ただしいこ

のような時期こそ、季節を感じる心の余裕を持っていたいものです。

医療福祉相談室 発医療福祉相談室 発

　『配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（DV 防止法）』は、女性の人権擁護と男女平等の実現を

図るため平成１３年に成立しました。現在までに３回の改正がなされ、適用の範囲がいわゆる事実婚や交際相手（生

活の本拠を共にするパートナー）まで含まれることになりました。

　この法律では配偶者からの暴力を重大な人権侵害と規定しています。その根絶を図るべく被害者を守り、暮らしの再

建に向けた支援のしくみが整備されつつあります。

　相談は、配偶者暴力相談支援センターを中心に、警察・

市区町村や福祉事務所で受け付けています。また医療機

関は、けがや症状から DV 被害を発見しやすい立場に

あるため、院内に支援ネットワークづくりをする動きが

広がっており、当院でも右図の各関係機関と連携しなが

ら支援を行っています。

　被害者は恐怖心で身動きがとれなかったり、｢私が悪

かった｣｢夫婦間のこと｣｢子どものために我慢･･･｣などと

思って周囲に声を発せず、ひとりで悩みを抱えているこ

とも少なくありません。

　DV 被害者の支援では、あくまで本人の意思を大切に

しながら、おや？っと思ったら声をかけることが大切で

す。そのひと声が、DV 被害者が新しい生活へ踏み出す

一歩になるかもしれません。

STOP! 配偶者暴力

警察 配偶者暴力相談
支援センター

民間シェルター等 地方裁判所 病院

安全な生活を確保する被害者

相談・被害申告

（緊急の場合は通報）
相談・避難 相談・避難

保護命令の申立て

仮処分命令の申立て

受　診

（ケガ等をした場合）

■安全な生活を確保するための支援の関係機関

被害者の保護

相談

加害者の検挙

ストーカー規制
法に基づく警告等

警察本部長等の
援助

被害者の保護

相談

一時保護

自立生活の促進

配偶者暴力相談支援
センターから一時保
護が委託される場合
あり

保護命令

接近禁止命令

退去命令

仮処分命令

被害者の発見

治療

診断書の作成

支援センター
情報の提供

（内閣府男女共同参画局ホームページより抜粋）

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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編集後記

◎東京臨海病院～瑞江駅

　（一部の便は江戸川スポーツランドまで）

　【平日 ８往復 運行】 【第２・４土曜日 ４往復 運行】

◎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。

◎お問い合わせ先
　京成バス株式会社 営業部 乗合営業課
　ＴＥＬ ０４７－７１２－７４００ 
　　　　　（月～金 ９：３０～１７：３０）

葛西駅・一之江駅・瑞江駅経由
江戸川スポーツランド行

江戸川スポーツランド行江戸川スポーツランド行

瑞江駅行

瑞江駅行

瑞江駅行

瑞江駅行

瑞江駅行

瑞江駅行

瑞江駅行

瑞江駅行

瑞江駅行愛称『りんかいシャトル』


