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慈生会だより
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いつしか桜盛りを過ぎ、日中は汗ばむほどの
季節となってきましたが、皆様いかがお過ごしで
しょうか。
私は2021年4月に等潤病院へ入職いたしまし

た。一般内科と消化器内科を中心に拝見いたし
ております。当院では、内視鏡検査・治療も担当
しておりますので（週３回/月曜午前・木曜午前
午後・金曜午後）、内視鏡に関係するお話をした
いと思います。
日本人が１年間に新たに診断されるがんは約

１００万例であり、がんで亡くなる人は４０万人近
くになります。がん罹患者数は１位が大腸がん、
２位が胃がんであり、癌死亡者数は２位が大腸
がん、３位が胃がんとなっています。
胃がん、大腸がんに対しては検診が行われて

いますが、受診率は５０％前後と低い状況です。
胃がん、大腸がんともに早期に発見し治療を行
えば、５年生存率は９０％を超えます。早期発見
をするためには、皆様に積極的にがん検診もし
くは外来診療にて内視鏡検査を受けていただく
ことが重要になります。
内視鏡検査は、上部消化管内視鏡検査（胃カ

メラ検査/食道・胃・十二指腸）と下部消化管内
視鏡検査（大腸カメラ/直腸・結腸）の２つに分類
されます。
胃カメラ検査を敬遠される方の主な理由として、

検査での苦痛（口腔内へのスコープ挿入）が挙
げられます。

※新型コロナ情報は、トップメニュー下にリンクがございます。

く の き なおと

久野木 直人

当院では、胃カメラ検査で経鼻内視鏡スコー
プを用いており、嘔吐反射（※）を軽減した状態
で、検査を受けることができます。それでも嘔吐
反射が強く出る場合は、鎮静剤を使用し、眠った
状態で検査を受けることもできます。そのため、
安心して検査を受けていただくことが可能です。
大腸カメラ検査においても、個人差はあります

が、腸の形や長さ、手術後の癒着等により疼痛
が出る場合があります。
当院では、大腸カメラ検査で硬度可変内視鏡

を用いており、従来の内視鏡に比べ苦痛が軽減
されています。それでも苦痛がある方に対して
は、鎮痛剤や鎮静剤を点滴で用いることにより、
苦痛を軽減して施行することもできます。検査で
の苦痛が不安な場合は、上記対応をいたします
ので、遠慮なく外来や検査時にお申し出いただ
ければと思います。
治療内視鏡としては、内視鏡的ポリープ切除、

食道静脈瘤治療、総胆管結石採石術、胆管閉
塞・大腸がんによる閉塞に対してステント留置な
ども行っています。
大腸ポリープについてはポリープ大きさや抗

血小板薬、抗凝固薬内服の有無などにもよりま
すが、基本的には検査で発見した際にそのまま
切除を行うため、１度の内視鏡施行で治療まで
行うことができます。
消化器疾患や内視鏡検査治療について、何

か疑問や聞きたいことがあれば、お気軽にご相
談ください。コロナ禍で大変な時期ですが、感染
対策を徹底し、出きる限り普段と変わらない検
査、治療を行っていきたいと思います。どうぞよ
ろしくお願いいたします。

等潤病院では苦痛の少ない内視鏡検査を実施しています
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等潤病院 内科医師
専門：消化器内科／内視鏡検査・治療
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※嘔吐反射
口腔内に異物が入ることで強い吐き気をもよおす状
態のことです。
専門的には「異常絞扼反射」とも言われますが、喉
の奥に異物を感じると吐き気をもよおすのは自然な
反応と言えます。
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外来受診表
受付時間 ： 午前／ 8：30〜12：00

午後／13：00〜16：50

発刊日：令和４年５月

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜

午前

谷口

山田

寺師

寺師

鈴木

西島

谷口

小林

久野木

河尻

山田

鈴木

野呂

久野木

髙橋(聡)

西田

青山

櫻井

山田(第1,3,5週)

川内(第2,4週)

午後

永野

阿部(大)

岩瀬

松本

久保田

佐藤(英)

沖田

青山

鈴木

小野(啓)

寺師
青山 阿部(大)

午前
谷口

寺師

寺師

西島

谷口

小林
野呂 髙橋(聡)

青山

櫻井

午後 永野 久保田 青山
小野(啓)

寺師

消化器内科 午前 久野木 久野木

午前 鈴木 鈴木

午後 佐藤(英) 鈴木

午前 西田 阿部(大)

午後 阿部(大) 西田 阿部(大)

午前 河尻

午後 岩瀬

午前 玄 玄 玄
川内

佐々木
玄

 山田(第1,3,5週)

 川内(第2,4週)

午後
玄

松本
川内 佐々木 川内(第2,4週)

午前 鈴木

午後 鈴木

漢方外来 午前 河尻

午前

西

了徳寺

叶

伊藤(雅)

小関

西

渡邉

叶

仁瓶

了徳寺

渡邊(秀)

叶

仁瓶(第1,3,4,5週)

小野(宏)(第2週)

午後 渡邉
小関

藤井

小野(宏)

松永(浩)
仁瓶 松永(浩)

渡邉(第1週)

了徳寺(第3週)

小野(宏)(第2,4,5週)

乳腺外科 午前 叶 叶 叶

午前 堀越 湯朝 大澤 深井 小川(剛) 湯朝

午後 堀越
大澤

武内(俊)

小川(剛)

深井
堀越

午前 德植 石井 德植 石井 石井 德植

午後 田村

泌尿器科 午後 横山 田中 相馬(第3週)

午前 伊藤(聖) 伊藤(聖)

午後 伊藤(聖) 伊藤(聖)

リウマチ科 午後 川口(第2,4週)

緩和ケア科 午後 久保 久保

午前 久野木 赤澤 小野(宏)
久野木

(第1,3,5週)
小関 西

午後 小関 赤澤 小関
久野木

(第1,3,5週)
久野木

血液浄化

センター

午前

午後
鈴木 佐藤(英) 鈴木 鈴木 伊藤(雅) (伊藤(雅))

午前 松本 柳澤 久保 久保 小林 (伊藤(雅))

午後 叶(乳腺検診) 柳澤 叶(乳腺検診) 叶(乳腺検診)

他施設の

健康管理
午後 山田 谷口(第2,4週) 谷口(第2,4週)

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜

内科 午前 阿部(大) 吉永 田澤 谷口 小林

脳神経外科 午前 宮﨑

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜

午前 久保 沖田 伊藤(雅)

午後 吉永 中島 髙岡 渡邊(秀)

注）学会などへの参加により、休診・代診となる場合がございます。

注）外来医師体制表は、一部変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

神経内科

（認知症）

等潤病院

内科

呼吸器内科

腎臓内科

血液内科

内視鏡

健診

常楽診療所

訪問診療

循環器内科

糖尿病内科

外科

整形外科

脳神経外科

皮膚科
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等潤病院の新棟建設工事に着工いたしました

等潤病院では、従前から新棟建設の計画
が進んでおりました。このたび、合計２棟
の工事に着工いたしましたので、お知らせ
いたします。
（仮称）等潤病院事務棟新築工事は、2022
年1月に着工しており、2022年10月に竣工
予定となっております。
（仮称）等潤病院メディカルプラザ棟新築
工事は、2022年2月17日(大安・一粒万倍
日）に地鎮祭が実施され、工事着工いたし
ました。こちらは、2023年6月の竣工予定
となっております。

上記２棟は、現等潤病院の至近に建設さ
れ、患者様・利用者様のみならず、職員の
働きやすさも実現すべく、アメニティの充
実を図っております。

メディカルプラザ棟には、足立区で初め
て「緩和ケア病棟」を開設いたします。そ
の他にも、血液浄化センター移転、通所リ
ハ・通所介護の移転、有料老人ホームの開
設等予定されております。

今後、工事進捗等を本誌及び当院ウェブ
サイトにて、随時発信して参ります。ご期
待ください。

事務棟

メディカルプラザ棟

タイムズ等潤病院第一

不整脈へのカテーテルアブレーション治療を開始いたします

今年度から、等潤病院では、不整脈への代表的な治療
であるカテーテルアブレーション治療を開始いたします。
この治療は、経皮的カテーテル心筋焼灼術と呼ばれる
カテーテル手術で、不整脈を引き起こす異常な心臓内の
局所をカテーテルで焼灼して正常のリズムを取り戻す治
療になります。
埼玉医科大学国際医療センター・不整脈科のご協力を
いただき、毎週月曜午後に、専門医師が不整脈に伴う動
悸・息切れ症状等にてお困りの患者様を診療いたします。
診療時に、カテーテルアブレーションを含めまして、治療
方針等をご相談させていただきます。

なお、不整脈治療につきましては、地域の医療機関様
からのご相談も承っております。お問い合わせは、こちら
までお願いいたします。

＜ご連絡先＞
等潤病院 患者サポートセンター
ＴＥＬ：０３－３８５０－７５１８＜直通＞
ＦＡＸ：０３－３８５０－８７１５＜直通＞
＜担当医師（日本循環器学会専門医）＞
筒井 健太（つついけんた） 医師
森 仁（もり ひとし） 医師
松本 和久（まつもとかずひさ） 医師
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内科・呼吸器内科
小林 研一 医師

4月から内科に赴任いたしま
した小林研一と申します。呼
吸器内科を専門としておりま
すが、幅広く一般内科疾患を
見させていただければと思っ
ております。
地域の皆様に少しでもお役立

ていただけるよう頑張ります
ので何卒よろしくお願い申し
上げます。

内科・呼吸器内科
青山 純一 医師

4月から内科に赴任いたしまし
た、青山純一と申します。
2011年に北里大学を卒業、日
本医科大学呼吸器内科に入局、
以降、関連病院の勤務を経て、
この度、等潤病院に異動となり
ました。専門は呼吸器内科です。
地域の皆様の健康に少しでもお
役に立てる様に努めてまいりた
いと思います。よろしくお願い
いたします。

令和４年４月・新入職医師ご挨拶

緩和ケア科
久保 周 医師

4月から勤務しております緩
和ケア科の久保です。
令和5年にできる緩和ケア病

棟の準備を進めるとともに、
一般診療での緩和ケアのレベ
ルアップ（薬物療法、緩和ケ
アマインド）と訪問診療（在
宅緩和ケア）に関わりながら
等潤病院に貢献したいと考え
ております。どうぞよろしく
お願い申し上げます。

外科
了德寺 大郎 医師

4月から外科にて消化器外科
を担当しております。
専門は上部消化管外科で、当

院では一般外科診療も併せて
行います。何かございました
ら相談していただければと思
います。
地域医療に貢献できるよう努

力し、診療に携わっていこう
と思います。よろしくお願い
いたします。

内科・呼吸器内科
寺師 直樹 医師

4月から赴任いたしました内科
の寺師です。
専門は呼吸器内科ですが、一

般内科も含め幅広く診療させて
頂きたいと思っております。
地域の皆様の健康に少しでもお
役に立てるよう、邁進していく
所存です。皆様何卒よろしくお
願いいたします。

第1６回 東京都病院学会にて
７つの演題で発表をいたしました

当院では、従前から、学会への参加・発表を積極的に行っ
ており、病院としてのサポート体制も整っています。
今後も、職員一丸となって自己研鑽に努め、日々の業務に
生かしていけるよう努めてまいります。

カテゴリ名 演題名

急性期看護 個室隔離でせん妄を発症した高齢患者の事例分析

認知症患者の生活リズムを整えることによる効果の検証

スケール表を活用したことで見えてきた看護の変化

看護業務 排泄表を使用した排泄コントロールの試み

災害看護 外来部署での避難訓練の必要性

画像診断
放射線

写損カンファレンスを使用した
当院における写損率低減の試み

業務改善 パンフレットと動画を使用した術前訪問の比較

慢性期看護

東京都病院協会主催の第16回東京都病院学会「コロナ後
の病院経営－変わることを恐れないー」 がインターネット配
信（令和4年2月27日～3月20日） で開催されました。
例年どおり、等潤病院は学会に参加し、次のとおり7つの演
題で発表をいたしました。

めぐる

新入職員オリエンテーションを
実施いたしました

令和４年４月１日（金）に、等潤病院では、恒例の新入職
員オリエンテーションを開催いたしました。
ここ数年は、これまで以上に感染対策に配慮したうえで、
参加者同士の間隔確保、換気の十分な実施、体温・体調
の健康チェック、マスク着用、手指衛生を徹底した中での
実施となっております。
内容としましては、医療安全や院内感染対策、医療従事
者としての心得などはもちろんのこと、伊藤理事長から慈
生会の理念や方針、今後の計画などの講義もあり、法人
への理解を深めた研修となりました。新病院の完成を間
近に控え、安全で良質な医療を提供を目指して職員一同
取り組む所存です。
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たいろう


