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ご
挨
拶

あけましておめでとうございます。謹んで初春のお慶びを申し上げます。
昨年7月に水谷前事務長より引き継ぎまして新しい事務長となりました西で
ございます。
昨年は、皆様のご協力と三井グループ各社の支援により、待望の病院建替
事業に着手することが出来、また大きなトラブルもなく、こうして明るい新
年を迎えることができましたことは、何よりの喜びであります。
しかしながら、昨今の医療を取り巻く環境、とりわけ病院を取り巻く経営
環境は、ますます厳しいものになってきております。ブランドやドクター、
看護師はじめ優秀なスタッフがいるというだけで病院経営が成り立つという
ような時代ではなくなっています。病院それぞれの形態や役割に応じた機能
分化が求められており、いかに特色ある医療、質の良い医療、効率的な医療、
患者さまと向き合った医療、これらを追求実現していくかが最重要課題とな
っております。
当院においては、昨年より病院改革委員会を中心に、医療機能特別委員会、
経営改善特別委員会を立ち上げ、様々な課題に取り組んでおります。このよ
三
井
記
念
病
院
事
務
長

西

うな中、本年からDPCの調査協力病院となることを決定し、本格的な導入に
向けて動き出しました。また電子カルテの導入をはじめとした院内システム
の見直し、病床運営方法の見直し、救急医療体制の見直し等々検討が進んで
おります。この他にも、見直し検討すべきテーマはたくさんあると思います
が、これらを実現していくため、ひいては皆様に良い病院だと言われるよう
職員全員が一丸となって取り組んでゆく必要があると思います。
皆様の強力なお力添えを是非お願いしたいと思います。
本年一年が皆様にとって、三井記念病院にとって素晴らしい年になること

元
秀
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を祈念しております。
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診療科ご紹介
腎臓内科部長

杉本

腎臓内科

徳一郎（すぎもと

とくいちろう）

腎臓は体内の水分とミネラルの調節や、老廃物の体外への排泄をす
概 る臓器です。腎臓は血圧と深い関係があり、長期の高血圧は腎機能
を低下させますし、逆に腎機能の低下も高血圧を来します。腎臓内
要
科は、血圧の異常や水分･ナトリウムの異常、カリウムやカルシウ
ムの異常などを主な診療の対象にしています。

特

長

腎臓内科専門外来：慢性腎臓病（CKD）や高血圧の診療を
行っています。腎臓内科専門外来には、約1,900人の患者さ
まがおられます。（月曜〜木曜、予約制。）腎臓内科のご受
診の際は、恐れ入りますがご予約をお願いします。
※お問い合わせは、医療連携室（直通電話03-3864-7900
FAX 03-3864-7901）までお願いします。

腎臓内科外来の主な対象疾患

方からのご紹介による腎生検数の50％増加と考えています。
腎臓病の早期診断と早期治療に若干の貢献ができたと考
えています。腎機能障害は近年慢性腎臓病（CKD）と呼ば
れますが、心血管系疾患のハイリスクと考えられ、早期か
らの医学管理が必要と考えられます。尿蛋白、尿潜血が持
続する方、クレアチニンが少しでも高い方（男性なら
1.2mg/dl、女性なら1.0mg/dl以上）が居られましたら、何時
でも腎臓内科にご紹介下さい。最大限の努力で診断と治療
に関しコメントをさせていただきたく存じます。

高血圧、慢性腎炎（糸球体腎炎）
、ネフローゼ症候群、膠
原病とリウマチ、末期腎不全などにわかれます。しかし、
急性期病院の腎臓専門外来として、今後は慢性腎臓病
（CKD）
の患者さんのうち腎機能障害進行の予防、循環器合併症の
予防を積極的に行う必要のある患者さまを主に拝見してま
いります。それ以外の、高血圧の安定期や寛解中のネフロ
ーゼの患者さまについては、地域の信頼できる かかりつけ
医 の先生を決めていただいてご紹介してまいります。

腎臓内科の特殊検査＝腎生検（腎バイオプシー）
腎臓病の正確な診断の必要な方に、入院していただき腎
臓の組織検査（腎生検）を行います。広報誌第5号（H18年1
月20日発行）で検査のご案内を差し上げたところ、昨年の
腎生検例数は例年の20例から33例へと増加しました。先生

入院治療
急性腎不全や慢性腎不
全で、尿毒症となった患
者さまに透析治療を行い
ます。 昨年は急性腎不全
の患者さまのご紹介を受
け、入院ベッドが無くお
受けできなかったことも
ありました。
現在、病院全体で病床
管理運営の改革に取り組
んでいます。今後は急性
医療にさらに速やかに対
応できるよう心がけて行
きたく存じます。

腎臓内科スタッフ医師6名、腎センター看護師12名中の4名、
管理栄養士 南雲、ソーシャルワーカー 河野

腎センター
D棟2階の腎センターが腎臓内科の主な活
動拠点です。腎不全の専門治療をする血液
透析室とCAPD室があります。当院で透析療
法を始められる患者さまは、年間50人〜60
人です。その90％の方は血液透析を選択さ
れています。
血液透析室 血液透析装置16台を置いてい
ます。病棟出張用の個人用血液透析装置も
あります。血液透析は、平日 9:00〜18:00に
入院透析を行います。外来の通院透析は行
っていません。ご退院後も透析を続けられ
る方（維持透析を受けられる方）には、ご
自宅や職場に近い透析施設（クリニックや
病院）をご紹介しています。
CAPD室 CAPDは、日常生活をしながら
持続的に腹膜透析を施行する腎不全の在宅

での治療法です。現在、CAPD患者さま15名
が通院治療中です。月に１〜2回のCAPD外
来をこの室で行います。高齢の腎不全患者
さまが増えていて、通院が困難な方には
CAPDも良い選択と考えられるのでお勧めし
ています。
介護度の高い方の通院や在宅ケアは、訪
問看護ステーションと連携しています。ま
た、年齢を問わず自宅やオフィスで透析治
療をしたいという患者さまにもCAPDは適
しています。平日 8:30〜18:00は専門医か
看護師が常駐しています。日曜と夜間の緊
急事態にはCAPD専任看護師が携帯電話で
対応します。
腎移植 現在は行っていません。腎移植を
希望の方は専門施設へご紹介します。
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三井記念病院乳腺内分泌外科

特集

患者さま一人ひとりが私らしく過ごせるように

チームで取り組む乳がん医療
乳腺内分泌外科部長

西

常博

日本の乳房温存療法のパイオニア。診断、治療、緩和にいた
るまで広い範囲を温厚な性格でチームをリードしている。

スタッフの意見を柔軟に取り入れながら、乳腺カ
ンファランス、乳腺専任看護師、緩和ケアチームな
どの新しい取り組みも行って、チーム全員が患者さ
んの心に寄り添うケアができるよう心を配っている
のが特徴です。

さらに、わきの下のリンパ節手術については、セ
ンチネルリンパ節生検を導入し、広い範囲の手術

誰でも乳房温存手術がお勧めというわけではなく、

（郭清）の省略に積極的に取り組んでいます。また、

病気の広がりや、患者さまの気持ちや価値観を大切

パスの運用で入院期間の短縮、病床稼働率の向上に

にしながら、治療方針を決めています。

も貢献しています。

乳房切除が必要な場合には、組織拡張器を用いた同

乳がんの治療には手術だけでなく、放射線照射や

時再建法や薬物療法を先に行う方法もあることを提案

化学療法が欠かせません。化学療法センターを設置

しています。乳房再建では形成の医師（主に岩平先生）

し、がん専門看護師、薬剤師のもと、安心して治療

に依頼しており、組織拡張器の入れ方には施設により

が受けられるように取り組んでいます。また、乳腺

技術の差があるが、形成の先生から三井はとても上手

の専任看護師による個別面談のほか、必要に応じて

だと評価をいただいています。また、患者さまから

ソーシャルワーカーや臨床心理士がフォローする体

も高い満足をいただいています。

制をとっています。

乳腺内分泌外科科長

岡本譲二

福内

敦

チーム医療推進リーダー
乳腺の他に、甲状腺や副
甲状腺、副腎など内分泌疾

医長

マンモグラフィA判定読影医。放射線科、病理と
協同で、高精細MRI、3DCTを用いた病変の広がり
診断に積極的に取り組んでいる。整容性の高い手術
の工夫も多い。

患の診療を担当。

副腎内視鏡手術など低侵襲治療も行い、さらには
パスの啓発普及、チーム医療、コミュニケーション
スキルの向上、地域連携を推進しています。
また緩和ケアチームと共に在宅支援にも積極的に
関わっています。

井上由美子
チーム医療コーデイネーター
乳腺専任看護師（院内呼称）、手術センター師長
を兼務。多職種参加の勉強会を主催し、共通知識、
理解を深めるとともに、チームの調整役。倫理を重
視し、患者さまの多方面の相談にも応じている。
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日本看護協会認定の｢がん看護専門看護師｣の資格

臨床薬剤師として乳腺や緩和の患者の除痛や薬物

を持つプロフェッショナル。専門を活かし、化学療

療法に伴う副作用のコントロールや薬物についての

法センター、緩和ケアチームの中心的存在。

相談を受け付けている。化学療法センターでは、抗
癌剤の調整も担当。組山、吉岡薬剤師と共に活動し

乳がんの患者さまは女性であると同時に、妻とし

ている。

て、母としてなど、さまざまな役割を担っています。
ライフスタイルを聞きながら、家庭や社会のなかで
担っている役割を把握し、役割を可能な限り継続し
ながら治療を受けられるようサポートしています。
できるだけ早い段階からの緩和ケアの介入を目指
し、さらに患者さまや家族と現実的目標を設定しサ
ポートしています。
がん看護を中心に、職員の教育にも積極的にかか
わり、今井主任看護師（外科外来と兼務）、久島看
護師と一緒に活動を行っています。

尾方欣也
医療ソーシャルワーカー(ＭＳＷ)。医療福祉相談室
において、医療費や生活費の相談、各種福祉制度、
リハビリ・療養型病院・高齢者施設などの紹介、病
気や障害にともなう不安や心配事に対応している。
現在、河野ＭＳＷと2名体制。

わ れ ら 乳 腺 医 療 チ ー ム ─ さまざまな職種のスタッフが集うモーニングレクチャー ─
患者さまを中心として、チームとして医療に取り組んで
行くには、医師だけでなく看護師、薬剤師、ソーシャルワ
ーカーなど多職種のメンバーが、共通の理解と目標を持つ
ことが大切です。
2004年から毎週月曜朝8時、一週間の最初の仕事として、
勉強を行っています。当初は病気のこと、診断のこと、手
術のこと、薬物療法のこと、放射線治療のこと、病理のこ
と、医療経済のことなどそれぞれの担当が、レクチャーを
行う形でしたが、具体的なケースについて話し合うことも
増えてきました。

✤ 患者さまとのCollaboration ✤

ミツイリボンクラブ
乳がんの早期発見、自己
検診の啓発をすすめるピン
クリボン活動を中心に、乳
がん患者さまや家族をサポ
ートする情報提供を積極的
に行っています。
ピンクリボンコーナーに
は、患者さまの視点にたっ
た情報が満載されています。また年に2回、リラックスの会を開
催し、アットホームな会として好評を頂いております。各種ピ
ンクリボングッズの販売や患者さまのメーセージを綴った絵本
を出版し、これらの収益で活動を行っています。

癒しのコンサート
夏と冬これまで4回病院の玄関ロビーを
利用して、癒しのコンサートを行いまし
た。一般の方からプロの演奏家まで、ボ
ランティアで出演していただきました。
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15階病棟
15階病棟は、広い専用ロビーのある最上
階の特別病棟です。
全室個室で全科の入院が出来ます。差額
室料3万円の部屋が28室と6万円の部屋が2
室あります。静かでゆっくりとした療養環

磯脇 秀子

棟というところからくる患者さまの看護に
対する期待にお応えするため、専門病棟の
マニュアルやしおりを使った勉強会を行っ
ています。
広いロビーには、季節によって様々な飾

境を提供できるよう努めています。しかし、

り付けをします。7月の七夕には、短冊に

最近は高齢化、重症化による様々な合併症

願いをこめて飾っていただいております。

を持つ患者さまの

その時のエピソード

増加により、静か

ですが、ご子息の手

な環境を保つこと

術の無事を願って短

が難しくなってき

冊を書かれたお父さ

ています。その中

まは、みごとに成功

で、今、私たちが

した喜びとともに、

取り組んでいるこ

短冊をお守りにする

とは、高齢者を個

といってお持ち帰り

室という環境の中

になられました。ま

で寝たきりにしな

た12月には、クリス

いための早期リハ

マスツリーを飾り、

ビリを行うことと、ご自宅に帰れるよう支

ツリーの周りには、夢を運んでくれるぬい

援することです。退院支援室との連携で平

ぐるみ達を並べます。

成17年度（4月〜3月）は37人、平成18年度

患者さまやご家族の思いに心打たれた

（4月〜1月）は37人の在宅退院ができまし

り、看護師たちの楽しいお願いに笑ったり

た。個室は個々の患者さまに合わせた時間

で、患者さまと共に心和む環境づくりに努

調整がしやすいため、在宅を想定したケア

めています。このような快適な病室環境の

プランをたて、ご家族の協力を得ながら早

提供とともに、『正しい知識と優しい看

期退院を目指しています。

護・風通しの良い病棟』をモットーに、明

病棟の構成は、師長・主任とスタッフ看

るく、元気な看護師たちが病棟を支えてい

護師17名・看護補助者3名です。全科の入

ます。これからも特別病棟に入院して良か

院のため、広い範囲での疾患の理解と看護

ったと言っていただけるよう全員で努力し

の知識・技術が必要であり、また、特別病

て参ります。

●ロビーにて
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看護師長

● 7月の七夕飾り

No.9

今、にわかに脚光を浴びているメタボリックシンドローム、これって・・・何？
今回は、メタボリックシンドロームについて勉強してみましょう。

1 診断基準は…？
ウエスト周囲径（おへそのまわり）
●男性85cm以上
●女性90cm以上

＋
下記のいずれか2つあったらメタボリックシンドローム
収縮期血圧130mmHg以上
かつ／または
拡張期血圧85mmHg以上

中性脂肪150mg/dl以上
かつ／または
HDLコレステロール値40mg/dl以下

空腹時血糖値
110mg/dl以上

例えば、A子さんのウエスト周囲径95cm、血圧を測ってみると135mmHg／85mmHg、
血糖値は、朝ごはんを食べずに検査して112mg/dl…………「あれー！メタボリック
シンドロームだわ(*̲*)……」となるのです。

2 「まずいなー！困ったわー！」メタボリックシンドロームと言われたA子さん。
問題点は？

何から気をつけたらいいのかしら？

①まず、はじめに日常生活をチェックしてみましょう。
規則正しい生活をしていますか？ 毎日、運動はしていますか？買い物やお出かけの時は、
近道より遠回りをして、歩く量を増やすなど毎日手軽にできる運動を心がけましょう。

②次に、食生活をチェックしてみましょう。
●朝・昼・夕と1日3食きちんと食べていますか？
●栄養バランスはちゃんととれていますか？
主菜
（肉･魚･卵･大豆製品など）

副菜
（野菜･海藻･
きのこ類など）

栄養バランスの基本

習慣をつけましょう。

・一食ごとに主食･主菜･副菜をそろえましょう。
・牛乳またはヨーグルト、果物類は、毎日摂取する
主食（ご飯･パン･めん類）

●食べ過ぎていませんか？ 食べる量は、腹八分目にしましょう。
もう一口、それが肥満のもと。お腹一杯食べないことが大切です。

標準体重（kg）の求め方

身長（m）× 身長（m）× 22

詳しくは、MMH News No6を参考にしてください。
●味付けは、濃くないですか？ 味が濃いとご飯の量も増えがちです。
●お菓子やアルコール類を摂る機会が多くなっていませんか？
好きなものを身の回りに置かないようにしましょう。袋菓子が手の届くところにあるとつ
い口に入れたりして、だらだら食いのもとになります。

いかがでしたか？メタボリックシンドロームについてご理解い
ただけましたでしょうか？ 病気が心配な方はもちろんのこと、
健康な方も今から生活習慣や食習慣に気をつけてメタボリックシ
ンドロームを予防していきましょう。

A子さん
「 問 題 点･･･
も
分かった 解決策も
運動ね。 わ 、 先 ず 、
町まで歩 今から御徒
とにしま い て 帰 る こ
す。」
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今年も病院内でさまざまなサービスについての検討を
考えております。みなさまから頂戴したご意見を色々
な形で反映させていきたいと思っております。

満足度調査について
一昨年1階ロビーにて実施しました、満足度調査を本年も実施
する予定でおります。
前回はたくさんの患者さま・ご家族の方にご協力をいただき、
ありがとうございました。今回は前回とは違った視点で患者さま
からのご意見を伺う予定でおりますので、実施の際は是非ご協力
をお願い致します。

各種診断書・証明書等の受付窓口のご案内

◆お取り扱い時間
月曜日−金曜日
土曜日

8：30〜17：00
8：30〜12：30

◆受け渡しについて
1階の文書受付にてお申込みいただいた診断書・証明書は、各外来窓口にて
お受け取り下さい。なお、ご入院中にお申込みいただいた文書は、退院日に各
病棟でお受け取り下さい。（退院後、各科外来にてお受け取りいただく場合も
ございます。
）
また、書類の郵送をご希望の場合は、別途郵送料290円（配達記録扱い）がか
かります。
◆文書料金変更について
2月1日より文書料金の変更を行いました。詳しくは窓口でご確認ください。

自動再来機のご利用について
昨年より正面玄関に4台の自動再来機を設置しております。この再来機をご
利用になりますと、
①受付窓口に行かずにそのまま待合室にいくことができる
②受付窓口を通らずにすぐに検査室に行ける
などのメリットがございます。
操作も手軽に行えますので、是非ご利用下さい。但し退院後初めての受診の
場合や、診療科によってはご利用になれない場合がありますのでご注意下さい。
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service

2月1日から1階文書受付窓口でも、一部の文書等を受付できるようになりま
した。各診療科、各診断書、証明書ごとの注意点がございますので、ご希望の
方は各科外来受付・文書受付（1階）までお問い合わせ下さい。
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病院の使命と
医療連携室の役割
当院の理念「全人的視点に立ち最新･最良
の医療を提供し社会に貢献する」にあるよ
うに、私どもの役割は、当院に信頼をいた
だいて直接あるいは医療機関からのご紹介
でご受診いただく患者さまのニーズに応え
ていくことです。具体的には、患者さまの
検査・診断・治療を行い、かつ適切な形で
ご紹介元へご返事を差し上げることです。
◆
医療連携室の役割は、病院のひとつの窓
口として、これらの活動がスムーズに果た
されるようにすることにあります。医療連
携室で病院へのアクセスの全てを管轄する
ことは不可能であり、初診についてのみ考
えても、病院を受診されるすべての流れを
把握することは大変難しいものです。しか
しながら、病院全体の診療やご返事が適切

に行われるように努力して参りたいと考え
ております。
最近の事例ですが、いつも患者さまをご
紹介いただいている医療機関さまに、ある
患者さまについてのご返事を出し損ねると
いうミスがありました。患者さまには検査
結果を説明したものの、ご返事をお出しす
るのが漏れてしまったのです。
◆
幸い、速やかに直接医療連携室にご注意
を頂き、ご返事をお送りすることが出来ま
したが、大変申し訳なく感じております。
また、ご指摘いただいたことによって病院
機能の改善の契機となると考え、深く感謝
いたしております。現場の医師一人ひとり
が自覚するとともに、ご返事漏れを抑止す
べきシステムを試行しております。
今後とも、病院に求められる社会的使命
の遂行と、より良い連携サービスの一助と
なるよう努力して参ります。よろしくご指
導ご鞭撻をお願いいたします。

お 知 ら せ
医療連携室主催による症例研究会を行います。

詳細は後日
ご連絡いたします。
ご参加お待ちして
おります。

平成19年 3月30日（金）19：00より
イトウビル
講 演 わかりやすい！目で見る関節リウマチの診断と治療
講演者 三井記念病院 整形外科 上田 直哉
日

時

場

所

『第9回千代田区在宅医療研究会（神田医師会・千代田区医師会主催／平成18年11月21日）』
に医師会より要請をいただき、パネリストとして出席いたしました。
医療福祉相談室 ソーシャルワーカー 尾方欣也

第1部の情報交換として当院の医療連携
（医療連携室・医療福祉相談室・退院支援
室）の役割と現状を報告し、続く第2部のパ
ネルディスカッションでは、パネリストと
して参加いたしました。地域の医療機関や
訪問看護ステーション、居宅介護支援事業
所等、多くの参加者の方々と意見交換をす
ることができました。
緊急入院が必要な患者さまの受入に関す
ることや、外来・入院患者さまに関する情
報をいかに、かかりつけ医、訪問看護師、
ケアマネージャーと共有していくか等の質

疑をいただき、多くの課題を改めて認識い
たしました。
それらの課題を院内に持ち帰り、地域の
皆様と円滑に連携していくべく、検討して
参りたいと考えております。
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1

一般病棟の面会時間が
延長されました
平成18年12月1日より、一般病棟の面会時間
を一部変更いたしました。
従来、午後の面会時間は15時〜19時となって
おりましたが、退院される際に患者さまにお書
きいただいている「入院生活のアンケート」で、
面会時間の延長についてのご要望が多く寄せら
れましたので、終了時間を1時間延長して15時
〜20時とさせていただくことになりました。

TOPICS

S

3

個人情報保護に関する研修会
を開催しました
平成18年11月22日（水）、外部の専門講師を
招いて、個人情報保護に関する職員研修会を実
施しました。
厚生労働省が制定した「医療・介護関係事業
者における個人情報の適切な取扱いのためのガ
イドライン」に従い、患者さまの個人情報のお
取扱いを厳正に行うよう認識を新たにしました。

TOPICS

2

保険外併用療養費について
平素は多くのご意見を頂き、誠にありがとう
「保険外併用療養費」とは、厚生労働省が定め
ございます。皆さまからの貴重なご意見は、病
る、保険で認められていない高度先進医療や特
院長、看護部長を始め各部門責任者、該当職員
別なサービスにかかる料金のことを言います。
まで伝わっております。平素は多くのご意見を
その中のひとつに「200床以上の病院につい
頂き、誠にありがとうございます。皆さまから
ての初診」という項目があり、これに該当する
の貴重なご意見は、病院長、看護部長を始め各
当院（482床）では、平成19年1月より初診時に
部門責任者、該当職員まで伝わっております。
他の保険医療機関からの紹介状（診療情報提供
平素は多くのご意見を頂き、誠にありがとうご
書）をお持ちでない方を対象に、保険外併用療
ざいます。
養費として3,150円をご負担いただくことにな
りました。
この制度の趣旨は、「初期の診療は地域の医
院・診療所で、高度専門医療は200床以上の病
院で行う」ことにあります。当院はこの趣旨に
従い、原則として地域の医院や診療所で初期診
療を終えた患者さまに対して、紹介を通じて高
度専門医療をご提供する医療機関となっており
ます。詳しい内容につきましては、職員までお
問い合わせください。

編 集 後 記

発行

社会福祉法人三井記念病院
今年の花粉の飛散量は、昨年よりは若干増えるものの例年
の3分の1と言われています。この時期、重度の花粉症で苦し
む私にとっては非常に喜ばしいことです。この原因は前年の

〒101-8643
東京都千代田区神田和泉町一番地
TEL 03-3862-9111

夏らしい暑さを望む私と、翌年の花粉症を気にする私と、自

発行日
平成19年2月28日

分の都合の良さに苦笑するこの頃です。
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夏の日照時間が短かったことが影響していると聞きました。

http://www.mitsuihosp.or.jp

