昭和大学江東豊洲病院だより
２０２０年 10 月号

第７8 号

巻頭言

腫瘍内科

しまだ

けん

嶋田

顕

今年も残り 3 か月となりました。2020 年は日本にとって記念すべき年でしたが、コロ
ナ禍により日常生活が大きく変貌し、皆様も毎日大変苦労されていることとお見舞いもうし
あげます。今月は腫瘍内科をご紹介させて頂きます。先ずはがんについての基礎知識です。
日本人の死因の第 1 位はがんです。日本人の 2 人に 1 人はがんになります。2018 年の人
口動態統計では、人口 10 万人に対する死亡率ががんは 300.7 人です。第 2 位の心疾患が
167.6 人、第 3 位の老衰が 88.2 人、第４位の脳血管疾患が 87.2 人、第 5 位の肺炎が
76.2 人ですから圧倒的に多いことがわかります。がんの死亡年齢は 2018 年の統計では男
性 76.2 歳、女性 77.2 歳です。1958 年の統計では男性 61.1 歳、女性 59.6 歳ですか
ら、60 年前と比較するとかなり高齢化していることがわかります。がんの予後を改善するのは早期発見、早期治療
であることは言うまでもありませんが、日本はがん検診受診率が低く、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がんなどで
40～50％程度です。欧米が 80％を超えていることを考えれば日本人のがん検診受診率を上げていかなければなり
ません。コロナ感染が心配でがん検診を控えてはいけません。予定されている方、特に高齢者の方は今年も必ず受診
してください。
江東豊洲病院開院時より診療をしている腫瘍内科ですが、
当科ではがんに対する薬物治療(抗悪性腫瘍薬による化学療法)
を担当しています。がんの治療薬は近年飛躍的な進化を遂げて
います。従来の抗がん剤だけではなく、分子標的薬や免疫チェ
ックポイント阻害薬などの登場により多くの癌腫で予後の改善
が期待できるようになってきました。新しい機序の治療薬は新
たな副作用が生じますが、副作用に対する支持療法(副作用を
軽減させる治療法)の進歩もあり、現在では多くの化学療法を
外来治療で行うことが可能となっています。しかし、治療薬の

化学療法室スタッフ

進歩により治療期間は長期にわたることが多くなってきていま
す。患者さんやご家族の皆さんは長期にわたり多くの様々な悩みを抱えながら治療を受けられておりますが、当科で
は看護師、薬剤師、栄養士、理学療法士、看護助手、事務職員など多くの医療スタッフと連携し緩和ケア的な面を含
めて治療にあたっております。また、本年 8 月より毎週火曜日に遺伝外来が開設されました。臨床遺伝専門医の吉
田玲子先生が担当しております。血縁者にがんが多いなど、遺伝性腫瘍が心配な方は是非ご相談ください。
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卒後臨床研修評価(JCEP)の受審について
みなさんこんにちは。臨床研修管理委員長の深貝と申します。当院が臨床研修病院と
して認可されてから 7 年目を迎えました。2020 年 3 月までに当院で 46 人の医師が

臨床研修を修了し、それぞれが自身の専門分野で活躍しています。現在は 26 名(1 年
次、2 年次各 13 名)の臨床研修医が、それぞれが理想とする医師となるべく、日々研鑽
に励んでいます。臨床研修をとりまく環境は変化し続けており、今年度から評価制度が
大きく変わり、新たに一般外来研修が必修科となるなど、病院全体として変化に対応す
る必要があります。そのような状況の中、当院は今年度、卒後臨床研修評価を受審する
ふかがい
たかし
副院長 深 貝 隆志
こととなりました。卒後臨床研修評価は、卒後臨床研修評価機構( Japan Council for
Evaluation of Postgraduate Clinical Training：JCEP)が実施している外部審査です。
簡潔に説明すると、JCEP のサーベイヤーを招き、院内を実際に視察したり、関係者への面接をとおして当院が
「臨床研修病院としてふさわしいか」
を審査していただきます。指導医、指導者一同臨床研修に誠心誠意取り組んでいますが、まだ至らない点も多く
あるのが現状です。現在、臨床研修病院としてより良い環境を提供できるよう、毎月ワーキンググループを開催
し、さまざまな改善案を討論しています。8 月のワーキンググループでは、当院の研修理念と基本方針を策定い
たしました。正面入口にも掲示いたしますので、ぜひご覧ください。今後も臨床研修医がより良い環境で研修す
ることができるよう、院内の改善を続けてまいります。
【研修理念】
建学の精神「至誠一貫」の精神に基づき、
「まごころの医療、安全・安心の医療、地域と連携する医療、医療
人の育成」という当院の理念のもとで臨床研修を実践する。その中で、医師としての人格を涵養し、将来専
門とする分野にかかわらず、医学および医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般診療において頻繁
に遭遇する負傷又は疾病に適切に対応できるよう、プライマリ・ケアの基本的な診療能力(態度・技能・知識)
を身につける。また、常に医療人としての品格と向上心を持ち、チーム医療を担う一員としての行動力・決
断力・コミュニケーション能力・多職種連携医療を実践する能力を身につける。

【基本方針】
次のような資質を備えた医療人を育成する。

1. 人間性豊かな医療人
豊かな人間性と幅広い教養を備え、深い倫理観と洞察力、生命の尊厳について、適切な理解と認識を持ち、
基本的人権の尊重に努め、平等な全人的医療ができる。

2. 医療全般にわたる広い視野と高い見識を持つ医療人
医学、医療の全般にわたる広い視野と高い見識を持ち、常に科学的妥当性に基づきながら、将来の専門性に
関わらず、すべての医師に求められるプライマリ・ケアを行うための知識・技能および態度を習得する。

3. チーム医療のできる医療人
病院内のすべての職員と連携を密にし、チーム医療の理解し推進に努め、将来的にはチーム医療を担うリー
ダーとしての役割を発揮する能力、医療安全管理を正しく理解し、安全で納得のいく医療が提供できる能力
を養う。

NIPT 外来 WEB 予約運用開始のお知らせ
2020 年 9 月より NIPT（母体血を用いた出生前遺伝学的検査）外来予約が Web から
直接出来るようになりましたので、希望される妊婦さんはご利用下さい。
【予約が可能な方】
・超音波検査により胎児の心拍が確認されており、分娩予定日が決定している方
・受診日の妊娠週数が 10 週 0 日から 16 週 6 日の間で受診可能な方
・検査にはご夫婦（パートナー同伴）そろっての来院が可能な方
【検査費用】
（2020 年 9 月 1 日より適用）
①GeneTech NIPT 検査

154,000 円（税込）

②自費診療料

2,880 円（税込）

③遺伝相談・カウンセリング（結果開示のみ）

3,000 円（税込）

④遺伝相談・カウンセリング（30 分未満）

5,000 円（税込）

⑤遺伝相談・カウンセリング（30～60 分）

8,000 円（税込）

⑥遺伝相談・カウンセリング（60 分以上）

12,000 円（税込）

NIPT 外来予約サイト
QR コード

いずみ

防災訓練実施報告

管理課・出水

令和 2 年 9 月 7 日（月）
、令和 2 年度第 1 回防災訓練を実施しました。
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－１９）感染拡大防止のため、
通常の防災訓練は行わず、e ラーニング受講によるトリアージ講習、
無線通信を使用した行政機関（江東区）との被害状況報告訓練を
実施しました。
江東区・豊洲地区に所在する当院は、地域の災害医療の拠点として
今後も防災訓練をはじめとする様々な災害対策を実施してまいります。
※右上写真「通信訓練の様子」
、右下写真「e ラーニング受講の様子」

たく み

拓歩

「ご意見・ご要望」についての回答
ご意見・ご要望

回答・改善策等

食事について、食塩 6g 未満、納豆禁ですが、常食
メニューと主のおかずが違う場合、小鉢のメニュ
ーを献立として考え直してもらえないでしょう
か。混ぜご飯等が全く出ないため、小鉢がご飯の
おかずとして適さない場合、ご飯を食べきること
ができません。品数が少なくても常食の方と同じ
料金を払うのは不公平です。どうしてこのような
献立になるのかという説明もありませんでした。
納得できない食事内容です。

医師からの食塩制限の指示がある場合、ご指摘の通り、混ぜ
ご飯の他、麺類、汁物をお付けすることが難しくなっていま
す。一日の決められた摂取基準の中で献立を作成しており、
嗜好に沿えないことがございますが、食事摂取等十分でない
場合は、病棟スタッフにお伝えいただければ、管理栄養士が
ベッドサイドに伺い嗜好調査を行い、医師に相談し一時的に
食塩制限を解除するなど、可能な限り対応しております。
薄味でも美味しく、バランスを考えた献立の見直しを行い、
技術向上に努めてまいります。
回答部署：栄養科

感謝

回答

アカラシアの検査入院でお世話になりました。
自分でよく調べてこちらの病院に紹介状を書いて
もらいました。看護師の方、検査の方、先生方、
皆さんとても親切丁寧で、大病院に一人で飛び込
んで不安だった私をほっとさせてくださいまし
た。手術でもお世話になります。よろしくお願い
します。

令和2年8月分
ご意見・要望の内訳
総件数 9件

当院を選んでくださってありがとうございます。また、ス
タッフの対応が不安解消につながったようであれば、喜ば
しく思います。手術入院の際も、全スタッフでまごころの
医療を提供してまいります。
回答部署：看護部
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暑かった夏もあっという間に終わり、秋が近づいてきました。皆さん、今年の夏はどのように過ごされましたか？夏祭りや花火
はどれもコロナ感染症のため中止となり、ご自宅で過ごされた方も多かったと思います。小学生の父親である私としては「こん
な時こそ家族とたくさん会話を！」と思っていたのですが、みんなそろって任天堂スイッチの『あつまれどうぶつの森（あつ森）
』
に夢中で、一人寂しい思いをしておりました。そんなある日、娘から「花火があるから見よう」と誘われ、嬉しかったもののコ
ロナのこともあり止めようとしたところ、
『あつ森』の画面上で花火が上がるとのこと。結局その夜は家族そろってテレビ画面の
前で花火を見たのでした。少しだけ夏を感じることができた夜でした・・・。

昭和大学江東豊洲病院 http://www.showa-u.ac.jp/SHKT/
〒135-8577 東京都江東区豊洲 5－1－38
TEL03－6204－6000(代表)
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