病

院

だ よ り

2022 年 9 月号
発

第 418 号

行 昭和大学病院、昭和大学病院附属東病院

発行責任者 昭和大学病院長 相良 博典
編集責任者 広 報 委 員 長 山岸 昌一
〒142-8666 東京都品川区旗の台 1-5-8
昭和大学病院

ご挨拶

昭和大学病院附属東病院

ＴＥＬ：03-3784-8000（代表）
むらかみ

ひで とも

昭和大学病院 脳神経内科 診療科長 村上 秀友

この度、4 月 1 日付で脳神経内科の主任教授を拝命いたしました村上
秀友と申します。私は 1999 年に昭和大学を卒業しましたが、卒前・卒
後を通して多くの方々、特に他ならぬ患者さんに学ばせていただきまし
た。お世話になった全ての方々に恩返しをするつもりで職責を果たし、微
力ながら今後とも社会に貢献してまいりたいと思います。脳神経内科は
「1 分、1 秒が問われる超急性期から患者さんの生涯にわたる慢性期ま
で」あるいは「中枢から四肢末端の神経や筋肉まで」を対象とする幅が広
い診療科ですが、近年、神経科学は各分野で著しく進歩しています。その
成果を患者さんに還元していきたいと思います。
何卒よろしくお願い申し上げます。
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飾ることなく、常に自らを謙虚に見つめ直し、 2010
自己研鑽に努めて内面を充実させたいと思って 2012
2014
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昭和大学医学部 卒業
昭和大学大学院 修了
昭和大学藤が丘病院脳神経内科 講師
昭和大学医学部内科学講座脳神経内科学部門 講師
同 准教授
東京慈恵会医科大学医学部内科学講座脳神経内科 准教授
同 教授
昭和大学医学部内科学講座脳神経内科学部門 主任教授

従来、神経細胞は再生しにくいため神経疾患は治りにくいという印象がもたれていましたが、現在では多くの神
経疾患の病態の解明と新たな治療法の開発が盛んに進められています。当科では、問診と神経症候学を基本に据え
ながら最新の知見を踏まえた診療を目指しています。中でも、入院患者数が最多を占める脳血管障害、私が専門領
域とするパーキンソン病、外来患者の多くを占める慢性頭痛、高齢社会を迎えて社会の関心が特に高い認知症を診
療・研究活動の重点に位置付けて頑張りますが、勿論、あらゆる神経疾患について地域の要請に確実に応えたいと
思っております。
また、医系総合大学である昭和大学の教育活動の特徴の一つがチーム医療教育ですが、神経疾患の多くの患者さ
んが多職種による支援を必要としています。最良の医療・介護が提供できるように地域の関係の皆様との連携も強
化したいと思います。
重ねまして、何卒よろしくお願い申し上げます。

私達の強み

放射線治療科のご紹介

放射線治療科

放射線治療科
診療科長
伊藤 芳紀

呼吸器内科
教授
相良 博典

呼吸器センター

呼吸器内科
診療科長
田中 明彦

原発性肺がんに対する「体幹部定位放射線治療」を行う
呼吸器外科
診療科長
武井 秀史

局所的に放射線を集中して治療する定位放射線治療や、今まで照射が困難と言わ
れていた局所進行肺がんに対する強度変調放射線治療（IMRT）を放射線治療科と
連携を取りながら積極的に行っています。

泌尿器科
泌尿器科
診療科長
深貝 隆志

「小線源治療」 「トモセラピー」など各種高精度放射線治療が対応可能
短期間の入院で実施可能な小線源治療から外来で治療可能なトモセラピーなど患者さん
の要望に応えた各種の放射線治療を放射線治療科と連携を取りながら提供しています。

【お問い合わせ】

昭和大学病院

医療連携室

03-3784-8400

トピック

当院職員が都民スポーツ大賞を受賞いたしました

7 月 22 日（金）
、東京都庁にて東京都栄誉賞および都民スポーツ大賞の表彰式が開催されました。これ
は、第 24 回夏季デフリンピック競技大会においてメダルを獲得した東京ゆかりの選手を表彰するもので、
当院からは薬剤師である早瀨 久美が参加し、都民スポーツ大賞を受賞いたしました。
早瀨薬剤師は、2022 年 5 月 1 日～5 月 15 日にブラジル カシアス・ド・スルで開催された第 24 回
夏季デフリンピック競技大会にて、銀メダルを獲得しております。

早瀨薬剤師は 5 月 10 日に行われたマウンテンバイククロスカントリーにて、1:33:15 という記録で
2 位入賞。銀メダル獲得となりました。
2013 年・2017 年の夏季デフリンピックでもメダルを獲得しており、オリンピック・パラリンピック
併せて自転車競技として、初の 3 大会連続のメダル獲得の快挙です。

トピック

当院の行事食のご紹介

当院での食事は、医師の指示により病状にあった献立とし、行事食を取り入れた温かい食事をご提供
しております。9 月は「敬老の日」や「十五夜」を予定しております。今後も季節に合わせた行事食をご
提供してまいりますので、その際にはお知らせいたします。
※写真は昨年度のものです。

敬老の日

十五夜

トピック

近隣飲食店・鮨英様より海鮮丼無料券をいただきました

この度、旗の台駅にある「鮨英」様より当院宛に海鮮丼無料券
のご支援をいただきました。
皆様の温かいお心遣いが現場で働く職員たちにとって何よりの
励みとなります。
この場をお借りして、職員一同厚く御礼申し上げます。
今後も引き続き安全・安心な医療を提供できるよう努めてまい
りますので、よろしくお願い致します。

～鮨 英 様 はこちら～
鮨英様は平成 18 年から旗の台駅にて、美味しいお
鮨とお酒をご提供しております。
ランチやお鮨はもちろんのこと、一品料理、飲み放
題付きおまかせコース料理なども行っております。

お知らせ

第 36 回昭和大学クリニカルセミナーの開催についてのお知らせ

第 36 回昭和大学クリニカルセミナーを下記の日時に開催いたします。
1．日 時

令和 4 年 11 月 12 日（土）17：00～20：00

2．場 所

昭和大学上條記念館「1 階 上條ホール／地下 1 階 冨士桜」

3．次 第

＜講 演＞17：00～19：00 1 階 上條ホール
1）『新型コロナウイルス感染症に対する昭和大学の取り組み』
病院長

相良 博典

2）『無症状でも侮れない! サイレントキラー「慢性腎臓病」』
腎臓内科

教授

本田 浩一

3）『低侵襲・テーラメード医療時代を迎えた消化器がん手術
ー教室における最先端光工学技術と AI を駆使した手術の実際とその未来ー』
消化器・一般外科

教授 青木 武士

＜懇親会＞19：00～20：00 地下 1 階 冨士桜
※懇親会につきましては、今後の新型コロナウイルス感染拡大の状況により、
開催を中止させていただく場合がございます。
※本セミナーは医療従事者向けとなります。一般の方の参加はご遠慮ください。
参加をご希望の医療機関は、当院ホームページよりお申し込みください。

『第 36 回昭和大学クリニカルセミナー』

羽ばたけ期待の医療人

№39「臨床検査技師」

今月は「1 年目 臨床検査技師」の竹本

香織（たけもと

かおり）さんをご紹介いたします。

進路に悩んでいる時、社会貢献のできる医療職に興味を持ち、臨床
検査技師という職業があることを知りました。臨床検査技師は採血や
心電図など直接患者さんにかかわる仕事から、血液・細菌検査まで幅
広く医療に携わることが出来る職種です。また、病気の早期発見や治
療方針の決定に貢献できるという点に魅力を感じ、臨床検査技師を志
しました。
臨床検査技師
たけもと

【竹本

か お り

香織さん】

生理検査室に所属しています。12 誘導心電図やホルター心電図の装着、マスター負荷試験などを行
っています。現在はポータブルで行う心電図の業務を中心に行っています。先輩方に助言をいただき
ながら、知識や技術の向上のため日々勉強しています。

心電図をはじめとする生理検査は患者さんの身体を直接調べる仕事です。知識や手技のスキルアッ
プだけでなく、患者さんの不安を少しでも取り除けるように精一杯努力していきます。今は足りない
部分も多いですが、先輩方の指導を受けながら学習を重ね、患者さんに信頼される臨床検査技師を目
指したいと思います。

お知らせ

新規配属
配属

医師の配属・異動・退職について

【附属施設から】2022 年 9 月 1 日付
●乳腺外科 西林奈保（江東豊洲病院から）
【学外研修から】2022 年 9 月 1 日付
●眼科
藤森琢磨

異動

【附属施設へ】2022 年 9 月 1 日付
●呼吸器外科 牛尾日優（江東豊洲病院へ）
●小児科
井川由貴（横浜市北部病院へ）

退職

2022 年 8 月 31 日付
●眼科 吉野正範

●乳腺外科 明石定子

トピック

サンクス！グッドプラクティスパートナー（第 29 回）

当取り組みは、昭和大学病院・附属東病院において関係職種間での行動 (臨床に関する事項)を
相互にプラス評価することにより、関係部署との連携を良好にし、チーム力を高めることで
患者さんにより良い医療を提供することを目的としております。

作業療法士

水嶋さん・理学療法士

湖東さんへ

【患者さんに与えた良い影響】

頸の疾患にて歩行障害や上肢の運動障害がある大柄な
患者さんの ADL 拡大に向けたリハビリについて、積極
的に介入していただきました。トイレ移乗時の介助方
法のコツを看護師に指導してくれたり、時には協働し
てくれました。立位保持がやっとだった患者さんも、

治療や入院に落ち込んだり、食欲
低下していた患者さんが、リハビ
リが進むにつれて食欲や気分も意
欲的になっていきました。

今では杖歩行で病棟 1 周ができるまでになりました。
手術の成果は勿論ですが、リハビリの力に感動と感謝、
理学療法士

湖東さん
作業療法士

そしてチーム医療を実感させていただきました。
水嶋さん

東リハビリスタッフの皆さんへ

ありがとうございました。

【患者さんに与えた良い影響】

入院中の患者さんに対して、ベッドサ
イドでのリハビリや自宅環境に合わ

早期離床や ADL 拡大に繋がりました。

せた階段リハビリ、移動距離に合わせ
た歩行リハビリをしてくれました。

東リハビリテーション室の皆様
循環器内科 不整脈班の先生方へ

【患者さんに与えた良い影響】

IVR4 にて、高度で難解な治療を行っている

今まで以上に、安全かつ高度で迅速な治

にも関わらず、治療後や時間がある時に丁寧

療提供ができるようになりました。

に指導していただきました。

腎臓内科 橘先生へ

【患者さんに与えた良い影響】

血液浄化センターで、シャント穿刺が困難な

繰り返し穿刺することで起こるシャン

患者さんにエコー下穿刺の方法を教えてい

トトラブルや苦痛を減らすことができ

ただきました。

ました。

日頃よりチーム医療にご協力頂きありがとうございます。

腎臓内科 橘先生

今後とも、よろしくお願いいたします。

患者さんのご意見・ご要望
回答

ご意見・ご要望

回答

患者としては、糖尿病コントロールの病棟か
ら手術する科の病棟へ転棟するのは、移動の手
間が大変です。入院時に最初から手術する科の
病棟に入院させてほしいです。

貴重なご意見ありがとうございます。
病院として、術前に専門である糖尿病・代謝・内
分泌内科にて、血糖コントロールを充分に行った上
で、手術を担当する主科に転棟となります。
手術を担当する主科は、血糖コントロールとは別
病棟であり、その疾患に慣れている医師や看護師、
スタッフを含めてチーム医療として対応しておりま
す。それにより、医療ミス等の患者さんへの不利益
の減少にもなり、患者さんにとっての最善な方法に
なります為、ご理解いただけましたら幸いでござい
ます。
何卒よろしくお願い申し上げます。

糖
尿
病
・
代
謝
・
内
分
泌
内
科

この度は入院生活で大変お世話になり、あり
がとうございました。
おかげで快適に、安心して過ごすことができ、
感謝申し上げます。
4 人部屋でナースコールを連打する患者さん
や、突然帰ると言いだして怒る患者さんにも、
優しく笑顔で対応し、寄り添っていました。
皆さまの対応は素晴らしかったです。本当にあ
りがとうございました。

この度は、看護師のケアに対して、感謝のお言葉
をいただき誠にありがとうございます。
スタッフ一同、大変励みになりました。今後も笑
顔を絶やさず、日々寄り添う看護を心がけ、患者さ
んが早期に回復できるよう努めて参ります。
貴重なご意見ありがとうございました。

看
護
部

部署

2021年度・2022年度ご意見・ご要望の推移

2022年9月号掲載分
ご意見・ご要望の内訳
昭和大学病院・東病院総件数
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診療内容
予約
待ち時間
食事
会計システム
売店
環境（清掃･設備備品･エレベーター)
環境（駐車場)
感謝
その他
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11月

12月
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大学病院・東病院（2022年度）

3月

お知らせ

9 月 19 日（月・祝）の診療体制について

2022 年 9 月 19 日（月・祝）の外来診療は以下の通りとさせていただきます。
患者の皆さまにはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
診療状況

対象日

外来
臨時診療

2022 年 9 月 19 日（月・祝）

【内科系】・【小児科】
8：30～17：00

救急外来
救急診療は
通常通り実施します。

※臨時診療日は人員を縮小しているため、専門医による診療を提供できない可能性があることを
予めご了承ください。
※臨時診療日は、休日加算および時間外選定療養費（注）（8,800 円）を徴収いたします。
（注）紹介状持参、当院かかりつけの臨時再診（来院指定）の患者さまは時間外選定療養費の
徴収はありません。

編集後記

看護部 師長

よしむら

く

み

吉村 久美

今年は、例年より早めの梅雨明けとなったと思いきや、その後、天候の不順が続き各地で水害が多発して
おります。また、連日、猛暑が続き、熱中症による救急搬送の増加や COVID-19 第７波の感染急拡大によ
り、全国的に医療体制が危機的状況に陥るなど重苦しい話題が続いております。
それでも、私たちは、今までの経験と知恵を活かし、基本的なやるべきことを実行しこの難局を、みんな
で乗りきっていきたいものです。
その行動により、状況が改善し、明るい未来がくることを願っています。
昭和大学病院・附属東病院の理念

昭和大学病院・附属東病院の基本方針

・患者本位の医療

・患者さんと共にチーム医療を実践する。

・高度医療の推進

・特定機能病院及び地域の基幹病院として高度急性期医療を推進し、
質の高い医療を提供する。

・医療人の育成

・教育病院としての機能を充実し、質の高い医療人の育成を行う。
・人間の尊厳及び人権を守りつつ、高度な臨床研究を実践する。

※記事見出しの色分けについて
病院だよりでは、見出しに色分けをすることで読者の皆さまが読みやすいよう工夫をしております。
黄色見出し：患者さん、患者さんのご家族向け
青色見出し：医療関係者向け
緑色見出し：医師の配属・異動・退職について
病院広報委員会委員：

稲垣 克記、入山 洸希、大江 克憲、岡崎 靖子、鷲見 賢司、富田 英、
並木 美加子、安田 光慶、山岸 昌一、山下 剛史、吉田 仁、吉村 久美、
渡辺 愛理、渡邊 聡（50 音順）

