
理　　念
皆様に信頼される安全な医療の提供に努めます

〈基本方針〉
１　患者様の権利と人格を尊重し、患者様中心の医療を実践します。
２　チーム医療を推進し、最善の医療を提供します。
３　リスク管理と安全な医療を推進し、真実の公表をします。
４　医療連携を積極的に推進します。
５　地域の皆様の健康管理を通じ、社会への貢献を目指します。
６　健全な経営に努め、職員が誇りを持てる職場づくりをします。

当院では、急性期治療後のリハビリ・在宅復帰に向けた医療や支援を行う
ため、「地域包括ケア病棟」をオープンいたしました。

●地域包括ケア病棟とは 　　 急性期の治療を終了し、すぐに在宅や施設
へ移行するには不安のある患者様に対し、在宅復帰に向けて医療管理、診
療、看護、リハビリテーションを行うことを目的とした病棟です。
在宅あるいは介護施設に復帰予定の方が対象となります。
　入院期間は、状態により調整いたしますが、60日間を限度としております。

ほかにも次のような患者様が対象となります。
１．  入院治療により状態は安定したが、在宅復帰に向けてリハビリテーションが必要な方。
２． 介護者の病気等家族の事情で一時的に在宅介護が困難になった方。
３． 在宅での療養準備が必要な方。

●入院費について 　　 地域包括病棟に入院された場合、入院費の計
算方法は一般病棟とは異なり「地域包括ケア病棟1」を算定いたし
ます。
　入院費は定額で、リハビリテーション・投薬料・注射料・簡単な処置
料・検査料・画像診断料・入院基本料の費用が含まれています。

●入院に対する留意点 　　 一般的な血液検査・レントゲン検
査・投薬治療は可能ですが、一般病棟で行うような高額な医薬
品の投与や特殊な検査などには対応できません。
　病状の変化により主治医が集中的な治療が必要と判断す
れば、一般病棟に変更する場合があります。

病状が安定・軽快
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薬

地域の皆様、こんにちは。平成 28 年 4月 1日より副総看護師長の任を拝命
いたしました阿部と申します。
地域医療機能推進機構東京城東病院は、その使命であります地域医療に貢献
するために、地域包括ケア病棟を開設致しました。地域の皆様の多様なニーズ
に応えられるように進化し、生活を支える医療を提供できるように当院は変化
して参ります。

松邑総看護師長と共に、「来てよかった」と思える看護を提供しますという看護課の理念を具現化で
きるように、誠心誠意精進してまいります。
患者様と患者様を大事に思う方々への寄り添いの看護の実践や地域の皆様とのチーム医療の推進を
図るべく、知識・技術・接遇の教育に尽力する所存です。
これからも信頼され親しまれる病院を目指してまいりますので、皆様のご指導ご鞭撻をよろしくお
願い申し上げます。

新任挨拶 副総看護師長　阿部　亜希子

皆様、こんにちは。JCHO東京高輪病院の総務企画課、健康管理センターを
経験して、このたび JCHO東京城東病院の総務企画課事務長補佐（医事）の任
を拝命いたしました。
JCHO東京城東病院の医療活動状況、地域の皆様の幅広いニーズなど、私自
身が、まだまだ把握できていない事もございますが、地域の皆様から選んでい
ただける病院を目指し、研鑽を積み、行動していきたいと思っております。ど

うぞよろしくお願い申し上げます。

新任挨拶 総務企画課事務長補佐（医事）　森本　崇弘

皆さま、こんにちは。このたび平成 28 年 4月 1日付けで東京城東病院整形
外科に参りました難波と申します。
私は神奈川にある北里大学医学部を卒業後、北里大学病院で初期研修を修了
しました。その後は北里大学整形外科学に入局し、以来 5年間北里大学病院整
形外科で勤務いたしました。
医者になり 7年間、大学病院でしかできないような高度医療や三次救急に携

わりながら経験を積んできましたが、元々私が広島県の片田舎出身であったこともあり、地域に根付
いた医療を行っていきたいという願望がありました。江東区というのは私にとって大都会であります
が、このたび地域医療推進を目指す東京城東病院で働かせていただける事となり大変光栄に感じてお
ります。
東京城東病院の理念でもある『皆様に信頼される安全な医療の提供』の精神に則り、地域の皆様に
信頼され親しまれる整形外科医になれるように日々精進していく所存であります。
今後ともよろしくお願いいたします。

新入職挨拶 整形外科　難波　孝徳



薬 の豆知識 皆さんは、おなかの調子が悪い時、どうしていますか？

6月下旬から毎年恒例の江東区民健康診断が始まります。
当院の健康管理センターでは、江東区より委託を受け、生活習慣病の予
防・がんの早期発見を目的とした「基本健康診査」のほかに、「乳がん検診」
「大腸がん検診」「前立腺がん検診」を実施しています。
これらの健診は、江東区から対象者の方々へ送付される受診券があればご利用できます。
なお、基本健康診査、乳がん検診、前立腺がん検診は予約制となります。
平日の午前中に当院2階健康管理センターで各健診をおこなっております。

お電話でのお問い合わせは、平日14：00～16：00の間にお願い致します。
受付電話番号　　03-3637-0945（健康管理センター直通）

こんな感じで薬を飲んでいませんか？
これは、間違いではないのですが、下痢止めの薬には注意が必要です。
急な下痢の原因には、ストレス、おなかの冷え、食あたりなどがあります。
食あたりの場合は、下痢止めの薬をむやみに飲まずに、医師の診察を受けること
をおすすめします。
もともと、下痢は、腸の中の悪いものを早く排泄しようとする体の反応の一つなのです。
これからの季節、高温多湿となり、食中毒が増加します。
なんでも薬で対応しようとせず、普段の生活を見直してみましょう。

胸やけがするから　胃薬を おなかがゴロゴロするから　整腸剤を

便秘しているから　下剤を 下痢してるから　下痢止めを

平成28年3月3日に第2回地域
協議会を開催いたしました。平
成27年度は総合内科を立上げ
救急体制を強化したことから、
救急搬送受入実績が平成26年
度比で約3倍となったことを報
告し、委員の皆様からは、今後
もより一層地域に貢献できるよ
う期待しています、とのお言葉
をいただきました。

第2回地域協議会を
開催いたしました。

平成28年3月2日に都営新宿線小委員会と城東消防署の合同に
よる、「列車内NBC災害対応訓練」に参加しました。江東区大島
にある東京都交通局の大島車両検修場にて、鉄道車両内に何らか
の化学物質が捲かれ、乗務員が駆けつけるも呼吸をした途端に倒
れ、またその様子を見ていた車掌も同様に苦しみだし倒れてしま
うという状況の中で、ガスマスクを付けた消防隊員が負傷者の救
出及び救護を行うという、実践に即した内容の訓練でとても勉強
になりました。

列車内NBC災害対応訓練に
参加しました。



接遇標語 

31作品の応募の中から、以下の4作品が選ばれました。
今年度は接遇標語の応募の際に、標語を作成した理由も明記してもらったので、より当院に必要な接遇
評語になっていると思います。
より良い接遇ができるよう、職員一丸となって取り組んでいきますので、よろしくお願いいたします。

医事課診療統括部

総務企画課　久保田

５階病棟

リハビリテーション科　韮澤

皆様、はじめまして。前任のチーフである志水太郎先生の跡を引
き継ぎ2016年4月から東京城東病院総合内科のチーフになった森
川暢と申します。私は奈良出身で生まれも育ちも関西になります。
志水先生から総合内科の立ち上げに誘っていただき2015年4月か
ら城東病院に着任しました。
私たちの仕事は、某テレビ番組の「ドクターG」のイメージです
（実際志水先生は出演されています）。ただ、診断だけでなく内
科領域全般の治療に関しても私たちの守備範囲ですのでご安心く
ださい。専門性の高い疾患に関しては近隣医療機関と連携して対
応いたします。地域の皆様に信頼され安心していただけるように、
日々精進いたしますので、これからもよろしくお願いいたします。

総合内科リレー 東京城東病院総合内科チーフ　森川　暢森川 暢

平成28年4月1日に入職した、14名の皆さんです。
❶出身地　❷趣味（好きな事）　❸抱負の3つの質問に答えていただきました。

総合内科医師　大内　啓嗣

❶ 東京都
❷ 楽器演奏
❸ 優しく謙虚に診療につとめます。

総合内科医師　吉沢　亮平

❶ 東京（中学から大学までニュージー
ランドにいました）
❷ 旅行
❸ 城東病院で働けるのを楽しみにし
ていました。色々と迷惑をかけると
思いますが、宜しくお願いします。

新 入 職 員 挨 拶

東京城東病院総合内科メンバーの集合写真です。
和気藹々と仕事をしています。



総合内科医師　　飯塚　浩也

❶ 千葉県我孫子市
❷ バスケット
❸ 皆様と楽しく働けたらと思います。
よろしくお願い致します。

診療放射線技師　勝見　晃司

❶ 横浜市
❷ ゴルフ、海外旅行
❸ ２０年目にして初の移動で戸惑いも
ありますが、早く城東に馴染めるよ
うに頑張ります。

看護師　茂木　美佳

❶ 福島県
❷ ホットヨガ・映画鑑賞・食事（お酒）
❸ 今後の日本の医療背景に向け、老年
看護を身につけていきたいと思いま
す。

看護師　大垣　美千代

❶ 神奈川県川崎市
❷ ダイビング・ヨガ
❸ 患者様に安心を与えられるようにが
んばります。

看護師　斉藤　岳史

❶ 埼玉県
❷ スポーツ全般
❸ 人と人との出会いを大切に謙虚であ
り続けること

看護師　佐藤　正子

❶ 福島県
❷ ショッピング・温泉
❸ １日も早く業務の流れを覚え、前向
きに頑張って行きたいです。

看護師　牧野　晃子

❶ 船橋市
❷ ぼーっとすること・旅行
❸ 笑顔で頑張ります。宜しくお願いし
ます。

看護師　東　由佳

❶ 北海道
❷ 旅行
❸ 早く皆様のお役に立てるように頑張
ります。

看護師　大塚　華絵

❶ 東京都
❷ 観劇・旅行
❸ 患者様に寄り添い、心のこもった看
護を提供できるよう心がけていきま
す。宜しくお願いいたします。

看護師　宮崎　典子

❶ 東京都
❷ 旅行・バーゲン
❸ 一つ一つ確実に仕事ができるよう
一生懸命勉強していきます。宜しく
お願いいたします。

老健支援相談員　椿　雅行

❶ 埼玉県川越市
❷ 旅行
❸ 協調性と積極性を大事にして仕事に
就きたいと思います。皆様、どうぞ
よろしくお願いいたします。

老健療養介助員　加地　俊雄

❶ 山形県
❷ アウトドア・スキー・格闘技
❸ 気合で頑張ります。
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●都営新宿線「東大島駅」大島口より徒歩８分

●ＪＲ総武線「亀戸駅」東口「水神森」バス停から、
　小岩駅、今井、葛西駅行きに乗車
　「浅間神社」バス停下車　徒歩３分

● ＪＲ総武線「平井駅」都営バスにて
　東大島駅行きに乗車
　　「小松川健康サポートセンター前」
　　　バス停下車　徒歩３分

●お車にて
　首都高速中央環状線　船堀橋出口より５分
　首都高速７号線　錦糸町出口より１０分

病院のご案内

診療担当医一覧 平成28年5月現在

≪栄養量（1人前）≫
熱量 570Kcal 炭水化物 48.0ｇ
たん白質 31.4ｇ 食塩 2.5ｇ
脂質 27.0ｇ 

❶ 塩サバは食べやすいようにヒレと骨を取り、バットに水、塩、お茶がらを
入れたものにサバを30分～1時間漬けて塩抜きをします。

　※ お茶の葉を入れることで、お茶に含まれるタンニンがうま味成分まで
抜けてしまうのを防いでくれます。

❷ 玉ネギは薄くスライス、レモンは1/4カット、レタスは食べやすい大きさ
にちぎっておく。
❸ サバを軽く水洗いして黒コショウを軽くふり、グリルで焼きます。
❹ パンはサバの大きさに合わせてカットし、横に包丁で切り込みをいれて
トースターで軽く1分ほど温めます。食パンを代用する場合は普通にトー
ストして下さい。
❺ レタス、熱々のサバ、玉ネギ、マヨネーズをパンにはさんで出来上がりです！
レモンとオリーブオイルをお好みでかけながらお召し上がり下さい。

ソフトフランスパン 半分
塩サバ 半身
　　水 200ml
　　塩 小さじ1/2
　　お茶がら ひとつまみ
　　（使用後のものでOK）
玉ネギ 30g
レタス 1枚
レモン 1/4ケ
マヨネーズ 小さじ1
黒こしょう 適量
オリーブオイル 適量

塩
抜
き
用

材料（1人分） 作　り　方

青魚であるサバは生活習慣病の予防など様々な健康効果があり、積極的に食べたい
食品のひとつです。
和食にしか合わないと思われがちなサバですが、トルコのイスタンブールでは屋台で
売られているサバサンドが名物として人気があります。
脂ののったサバとパンは意外な組み合わせですが相性が良く、レモンをかけること
でさっぱりと食べられて、ボリュームたっぷりです。

≪栄養量（1人前）≫

外　来　名 月 火 水 木 金

内
　
　
科

午前
8：30
受付開始

1 大内　啓嗣　9：00 飯塚　浩也　9：00 中西　雄紀　9：00 長野　光　9：00 金光　陽子　9：00
2 森川　暢　9：00 森川　暢　9：00 森川　暢　9：00 森川　暢　9：00 本橋伊織／松本真一　9：00

3 野田　和男　8：30 竹本　文美　8：30 竹本　文美　8：30 竹本　文美　8：30 野田　和男　8：30
4 須田　理香　8：30 坂部　日出夫　8：30 坂部　日出夫　8：30 立石　晶子【リウマチ】9：00 坂部　日出夫　8：30
5 大庭　健史【糖尿病】9：00 髙山　絵美　8：30 野田　和男　8：30 髙山　絵美　8：30 佐藤　元律【糖尿病】9：00
6 大内　啓嗣　9：00 本橋　伊織　9：00 松本　真一　9：00 森川　暢　9：00

午後
13：00
受付開始

1

2 飯塚　浩也　13：00 長野　光　13：00 中西　雄紀　13：00
3 竹本　文美　13：00 宿谷　正毅　14：00 吉沢　亮平　13：00 金光　陽子　13：00 太田　裕彦　14：00
4

5 大庭　健史【糖尿病】14：00 東郷　眞子【糖尿病】14：00 佐藤　元律【糖尿病】14：00
6 横山　華英【皮膚科】14：00

総合内科セカンドオピニオン外来 徳田　安春　15：00

消
化
器
科・外
科

午前
8：30
受付開始

1 清水　香　9：00 佐藤　裕一　9：00 阪井　守　9：00 阪井　守　9：00 西村　明浩　9：00
2 杉下　敏哉　9：00 ( 交代制）　9：00 杉下　敏哉　9：00 杉下　敏哉　9：00 清水　香　9：00
3 西村　明浩　9：00 海老原　孝枝【老年・物忘れ】9：00

午後
13：30
受付開始

1 阪井　守　14：00 清水　香　14：00 杉下　敏哉　14：00

2 栗原麻菜【第1】／横山華英【第2～】
【皮膚科】14：00 青山　圭【乳腺】14：00

整
形
外
科

午前
8：30
受付開始

1 斉藤　忍　9：00 中馬　敦　9：00 中馬　敦　9：00 斉藤　忍　9：00 太田裕彦【第1･3･5】／中馬敦【第2･4】
9：00

2 萩原　義信　9：00 萩原　義信　9：00 仲澤　徹郎【第２週のみ】9：00 萩原　義信　9：00 仲澤　徹郎　9：00

3 斉藤　忍　9：00 樋渡龍【第1･3】/寺山恭史【第2･4・5】
9：00 國吉　一樹【筋電図】10：00 難波　孝徳　9：00

4 仲澤　徹郎【第 2 週 休診】9：00 難波　孝徳　9：00 仲澤　徹郎　9：00
●担当医の都合で休診の場合がございます。詳しくは、各科外来にお問い合わせください。　　●赤は、女性医師です。
●担当医師名の右の時間は診療開始時間です。

　広報誌「じょうとう」も今回の発行
で10号目となりました。ゆっくりとし
たペースながらも、皆様にJCHO東京
城東病院を知っていただくため、試行
錯誤で作成しています。
　今回はいつもの連載以外にも新入職
員の紹介、接遇標語の発表、そして地
域包括ケア病棟の紹介をしています。
今後も地域の皆様が利用しやすい病院
を目指し、職員一同、頑
張っていきますのでよろ
しくお願いします。
 （戸ヶ﨑）


