
　7 月 12 日に当院で第 10 回
調布医療連携カンファレンス
を行いました。多数の皆さま
にご参加をいただき、どうも

ありがとうございました。カ
ンファレンス後の懇親会でも
多くの皆さまと話をすること
ができ、貴重な時間をすごす
ことができました。今後も勉
強会を通じて、医療知識の向
上、情報の交換を図り、地域
医療に貢献していきたいと
思っています。
　当院は８月１日から東京都
救急告示医療機関となり、内
科系患者の二次救急診療を行
います。入院病床数は 83 床と
決して多いわけではなく、各
分野の専門医がそろっている
わけでもありません。それで
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 always be with you

も、医療を必
要とする患者
さんの要望に
は、 で き る
だけ応えた
い。この地
域で、当院
を必要とし
てくれる患者さんがいるのな
ら、365 日 24 時間、病院とし
ての使命を果たしたい、そん
な気持ちで始めた救急です。
　まだまだ課題も多いのです
が、当院でできることを、ひ
とつひとつ着実に実行してい
きたいと思っています。



とうざん’ s

「リウマチ科」のご紹介

　当科は、常勤医２名（山田
隆、児玉華子）、非常勤医２名
（松下礼子、松枝佑）と本年度
から常勤医が１名増えて体制
をより強化しました。
　当科では、関節リウマチを
始めとする各種関節炎の他、
膠原病および膠原病類縁疾患
の診断と治療をおこなってい
ます。特に、関節リウマチの
治療は近年大きく進歩してお
り、今までの抗リウマチ薬に
加え、有効性の高い生物学的

製剤が続々と出てきておりま
す。私たちは正確な診断に基
づいて、メトトレキサート（Ｍ
ＴＸ）や生物学的製剤など有
効性の高い薬剤を適切に使用
することにより、その寛解導
入・寛解維持をめざして最適
な治療を行っていくことを心
がけています。
　また、膠原病領域の疾患で
は、多彩な臨床症状を呈する
ため、患者さん一人ひとりに
合わせて、かつガイドライン
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山田隆Dr. の

季節の植物図鑑 Vol. ２

別名ムラサキクンシランとも呼ばれますが、ひがんばな科のクンシランとは別の
ゆり科の植物です。南アフリカ原産で、６月～ 7 月に高い花茎の先に花を咲かせ
ます。花の色には青紫や紫、白があります。花の名前はギリシャ語の agape( 愛 )
と anthos( 花 ) に由来します。

アガパンサス

中国南部原産で、樹皮がつるつるしていて猿も滑り落ちるということから名付け
られたとされています。花はフリルのついたような花弁 6 枚と、1 本の雌しべ、
多数の雄しべで構成されていますが、外側の雄しべ 6 本は長くなっています。 　
※昭和 49 年（1974 年）4 月 1 日に、市の木「くすのき」とともに、市の花に
制定されました。

サルスベリ

やエビデンスに沿った標準的
な治療を考えていきます。な
お、病状が安定した場合には、
患者さんの自宅近くの診療所
にご紹介させていただくこと
も可能です。
　原因不明の発熱や炎症反応
高値、各種関節痛、抗核抗体
陽性などの免疫異常を示す患
者さんの受診、ご紹介をお待
ちしています。
［文／児玉華子（リウマチ科）］
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「教育的活動」のご紹介

　当院では日常の診療に加え
て、医師および看護師などコ
メディカル職種に対する実習・
研修も行っています。学生や
若手医療従事者の教育・指導
に携わることは、次世代の医
療者を育てるという社会的使
命に応えるという点でも、診
療レベルを常に update する
という点でも意味のあること

と考えています。
　このような教育的活動の一
環として、私たちは教科書、
雑誌などにも著作を発表して
います。また今後は、学会や
研究会などでも当院における
診療の一端を報告し、医療の
進歩に貢献していきたいと考
えています。診療の成果を学
会という場で公表していくこ

とは、診療の質を上げること
につながり、それが調布の地
域医療へ還元されていくこと
を期待しています。
　以下に、当院で行っている
教育的活動の一部をご紹介い
たします。

［文／須永眞司（院長）］

１、実習・研修
【診療部】
■東京大学医学部血液内科 
学生実習

【看護部】
■ユマニチュードインストラ
クター研修（看護系、介護系、
リハビリ系）の協力施設
■複数施設からの実習生受け
入れ

【リハビリ室】
■国際医療福祉大学 小田原保
健医療学部 学生実習
■東京衛生学園専門学校　
学生実習

【薬剤科】
■明治薬科大学 学生実習
■日本薬科大学 学生実習

（予定）
■帝京平成大学 学生実習

（予定）

【栄養科】
■駒沢女子大学 人間健康学部 
健康栄養学科 学生実習
■帝京短期大学 学生実習

２、講義・講演等
■神奈川県立保健福祉大学実践
教育センター
『高齢者の摂食嚥下障害支援研
修』甲斐明美（摂食嚥下障害看
護認定看護師）

■公益財団法人生存科学研究
所・上智大学・国立病院機構東
京医療センター
第４回市民公開講座「ユマニ
チュードという革命」（平成 28
年８月７日）
『科学的分析に基づいたケアの
実践』調布東山病院看護部

■日本内科学会
関東支部教育セミナー（専門医
部会企画）（平成28年７月10日）
『都市部における内科医による
地域医療の実践と課題』
須永眞司（司会）

３、著作・論文等
■小川聡子『地域医療を担う
病院の役割』太田秀樹編、地
域包括ケアシステム：スーパー
総合医シリーズ（中山書店）
2016，p29-36

■須永眞司『高齢者における
悪性リンパ腫』
Medical Practice 33:990-
992,2016

■須永眞司（司会）他
座談会：『不明熱診療におけ
るエビデンスとアート－不明
熱で終わらせないために－』
Medical Practice 33:1023-
1039,2016

  〜コラム〜 暑い日に食べたいもの
かき氷
清少納言の枕草子の「あてなるもの（上品なもの）」の段に「削り氷に
あまづら入れて、新しき金鋺（かなまり）にいれたる」とあります。甘
いシロップをかけたカキ氷を口にして涼を取ることは、今も昔も変わり
ません。

胡瓜（きゅうり）、苦瓜（にがうり、ゴーヤ）、南瓜（かぼちゃ）
夏が旬の食べ物で、体力が衰えがちな夏に効果的。
特に胡瓜や西瓜は体の熱を下げて、体の余分な水分を出してくれます。

甘酒
冬に飲む印象がありますが、甘酒は夏の季語。江戸時代には、冷たく冷
やした甘酒を売り歩く「甘酒売り」の声が街に響き渡っていたとか。ブ
ドウ糖やオリゴ糖、アミノ酸、ビタミンなど栄養豊富なだけでなく腸内
環境も整えます。

まだまだ暑さがつづきます。夏風邪など召されませぬようご自愛く
ださいませ。 イラスト / 続木寿子（医事課）　文 / 宇佐見佳代（秘書室）
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〜田中園さんの看板商品〜
オススメ商品は、静岡県掛川産の「濃秘芽（こいひめ）」（税
込 1080 円）。掛川の粟ケ岳のすそ野にある茶畑でとれた茶葉を
使用。果肉が厚く味の濃い茶葉を、深蒸し製法で甘い味と香り
のお茶に仕上げています。
「夏の深むし茶」（税込 646 円）は、夏にピッタリの水出し茶。
お湯で淹れて氷で冷やしてもいっそう美味しくいただけます。
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園
　古くより布の産地として知られた調布
市。明治時代中期のこの地域は養蚕農家が
多く、庭先には垣根としてお茶が植わって
いた –––––。
　現在、旧甲州街道沿いの上布田に店を構
えるお茶の田中園の歴史は、養蚕問屋を営
んでいた先祖が庭先のお茶を摘んで販売し
たことから始まる。「８月中旬は養蚕業に

とって繁忙期なの
で、今でも調布で
は 8 月１日にお
盆を迎える家が多
いんですよ」と話
すのは田中園のご
主人・田中國男さ
ん。店には明治
20 年と記載され

ている「蚕
さんしゅ

種製造鑑札」が残っており、養
蚕業を営んでいた歴史を今に伝える。
　祖父の代から瀬戸物とお茶の販売業に転
身し、戦後、父・米藏さんの代からお茶と
のりを商うようになった田中園で、昭和 26

年に生まれた國男
さんは、父親の働
く姿を間近に見て
育った。「静岡の
掛川から仕入れた
茶は列車で輸送さ
れ武蔵境駅に届い
たので、父は、調
布から武蔵境まで
50㎏もある茶箱
を自転車で取りに
行っていたそうで
す」とご主人。
　大学卒業後、神
戸のお茶屋、静

ちょうふのお茶どころ

岡・掛川のお茶の製造問屋、さらには都内
のお茶屋で 10 年以上も修行し、栽培・製
造・仕入れ・販売とすべての工程を学んだ
ご主人は、まさにお茶の専門家。調布市で
は、年に２回 “ まちゼミ ” という調布のお
店の人がプロの技を教えてくれるイベント
を開催しているが、田中園が開催する『お
茶の飲みくらべ』は、募集直後に満員となっ
てしまうほど人気の会となっている。（次
回は２月ごろ開催予定。詳細は “まちゼミ ”
のホームページをチェック！）
　調布市商工会の理事・商業部会長（現職）
をはじめ、さまざまな地域団体の要職を務
めてきたご主人。上布田の神輿の会の会長
も務め、毎秋の布多天神社の例大祭（今年
は９月 24 日土曜日）では半纏姿で神輿を
担ぎ参加者をまとめてきたが、数年前から
若手に役を引き継いだ。「次世代がまちの
伝統を守り盛り立て
ていってくれれば」と
笑顔。お茶を買いに
行った際は、ご主人
にお茶だけでなく調
布のまちについても
教えてもらうのが楽
しみとなりそうだ。

世
界
の
記
念
日

防災の日（関東大震災記念日）は
となり天災への備えの意識を育成するため、防災の日が
創設されました。昭和 57 年からは、９月１日の防災の
日を含む一週間を防災週間と定め（今年は 8 月 30 日～
9 月 5 日）、各関係機関が緊密な協力関係のもとに、防災
思想普及のための行事や訓練などを行っています。

★当院でも 10 月 2 日（日）に災害訓練を実施します。

防災の日が制定されたのは、1960（昭和 35）年のこと
です。9 月 1 日が選ばれた理由はいくつかあります。ひ
とつは、9 月 1 日が関東大震災〈1923（大正 12）年〉
が発生した日であること。もうひとつは、9 月 1 日が暦
の上では「二百十日」に当たり、台風シーズンの到来と
なることです。1959 年（昭和 34）９月 26 日の「伊勢
湾台風」によって、戦後最大の被害を被ったことが契機

お茶の 田 中
あっ！　調布にこんなところが

・

・ ・
・

▲「蚕種（さんしゅ）製造鑑札」（明治 20 年）
当時、調布市は神奈川県だったため、“ 神
奈川縣武蔵國 ” とある。

▲田中園さんと水木プロダクション
さんは親しくされているそうで、カ
ウンターには『鬼太郎』の雑誌など
が展示されている。

◀︎ご主人の田中國男さん

９９/１

「お茶の田中園」
住所：調布市布田 1-32-5　
電話：042-487-2525
営業時間：9 時 30 分〜 19 時
休み：日曜
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7 月 12 日「第 10 回 調布医療連携カンファレンス」が
開催されました

　当院では、医療従事者の知識・
技術の向上を図り、互いに顔の
見える関係を築くことを目的に、
2012 年 5 月から調布医療連携
カンファレンスを行っています。
　第 10 回となる今回は、慢性
心不全を取り上げました。第 1
部で榊原記念病院の髙見澤格先
生に、高齢者であっても治癒可
能な心不全に対する積極的治療
介入についてご講演いただきま
した。第 2 部では、明日からで
きる患者指導と題し、榊原記念
病院の管理栄養士の石原杏奈先
生、薬剤師の大林万利子先生、
理学療法士の堀健太郎先生にご
発表いただきました。患者さん
の目線に立ち、患者さんの不安
や疑問に答えながら個々に合わ
せたきめ細かい指導を実践され

ており、その内容だけでなく医
療者としての姿勢に感銘を受け
ました。第 3 部は、髙見澤先
生と川野医院の川野龍彦先生、
当院の小川聡子医師に、来る
2025 年の超高齢化社会におけ
る心不全パンデミックに対し、
いかに多職種協働で再入院を防
ぐかを議論いただきました。
　これまでに取り上げたテーマ
は、肺炎、腎不全、摂食嚥下障害、
リウマチ性多発筋痛症、骨粗鬆
症など多岐にわたりますが、大
病院や製薬会社が取り上げない
当院ならではの、この地域なら
ではのテーマを選ぶよう心がけ
ています。この会を通して、自
分の専門外についても学ぶこと
ができ、地域の先生方やコメ
ディカルの方々と直接顔を合わ

せることに
よって、連
携がスムー
ズに行える
ようになり
ました。そ
して何より地域医療の仲間が増
えたことを実感しています。今
後も様々なテーマを通して、地
域の皆さまとご一緒に学んでま
いりたいと思います。是非お出
かけくださいませ。　
[ 文／中村ゆ
か り（ 地 域
医 療 連 携 室
室 長・ 副 院
長）]

懇親会の開催について
第 10 回を記念して、カンファレンス後
に懇親会を開催しました。先生方をはじ
め、地域のみなさまとの歓談の時間は大
変喜ばしく勉強になりました。今後とも
どうぞよろしくお願いいたします。

次回の
次回は、来年１月中の開催を予定しています。演者は、当院院長の須永眞
司医師。血液疾患についての講演予定です。詳細が決まり次第、皆さまへ
ご案内をさせていただきます。ご参加を心よりお待ちしています。

調布医 療 連 携カンファレンス

管理栄養士 石原杏奈先生 薬剤師 大林万利子先生

理学療法士 堀健太郎先生

榊原記念病院 髙見澤格先生 川野医院 川野龍彦先生
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とうざん写真部のご紹介
　６月１９日の日曜日、とうざん写真
部で明治神宮御苑に行ってまいりま

した。菖蒲が見頃を迎え、蓮が咲き始める６月は普
段よりも早い時間から入苑できるということで、朝
８時に集合。明治神宮御苑には、モミジ、ヤマブキ、
ヤマザクラ、ツツジ、サツキ、ハギなど多くの木が
植えられており、野鳥や蝶が悠々と飛び、都心にい
ることを忘れてしまいます。歩き疲れたときには、
萱葺のあずまやでほっと一息つくことができます。
私たちは、あまりの広さと花や緑の美しさに圧倒さ
れつつ、シャッターを切り続けました。
　前号の広報誌で紹介されたとうざん写真部の活動
について、患者さまからご感想をいただくことがあ
ります。大変嬉しく、励みになります。今後ともよ
ろしくお願いいたします。

撮影 /返田常広（呼吸器内科）　文／宇佐見佳代（秘書室）

トピックス

６月 14 日「第４回 医療・介護勉強会」が
開催されました

ディア・提案を出し合い、“ チー
ム調布 ” ができていることを
知り、大変嬉しく思いました。
　今回の勉強会の第１部では、

『高齢者の摂食・嚥下障害につ
いて～「口から食べること」
の包括的支援～』をテーマに、
摂食・嚥下障害看護認定看護
師 甲斐明美より講演、有志活
動・地域活動・行政活動の報
告をして頂き、第２部では「地
域でその人らしく暮らし続け
るために」をテーマに、①地
域活動として「地域見守り訓
練について」、②在宅で食べ続
けるために「誤嚥性肺炎を予
防するために支援できること」
をグループワークで討議しま
した。どのグループも白熱し
た議論を繰り広げ、多職種連
携が醸成され、全員参加型の

　医療・介護勉強会は、地域
包括ケアシステムの実現を目
指し、昨年６月から始め、第
４回目を迎えることとなりま
した。第３回目の勉強会終了
後は、各グループで分科会を
行うなど、活発な意見交換が
なされ、地域のために、アイ

勉強会となりました。
　今後も、高齢者に優しい地
域づくりを推進し、高齢になっ
ても、「その人らしく」住み
続けられ
る街にな
るよう皆
で協力し
合って取
り組んで
いきたい
です。

［文／福地洋子（看護部長）］

▲地域から他職種の約 100 名の
方々が集いました

   次回
「第５回 医療・介護勉強会」

11 月 15 日（火）
18 時 30 分〜です！
会場：調布東山病院７階会議室
問合せ：調布東山病院　小笠原
           （042-481-5583）



●新型インフルエンザＢＣＰ対策作業部会へのお誘い
インフルエンザ流行時には、地域の調剤薬局さまと病院との連携が大切です。当院で毎月第２・４火曜日
に開催を予定しているマニュアル作成の部会は、地域の調剤薬局さまのご参加を歓迎しております。ご参
加をご希望の方は、薬剤科までお電話ください。（電話／ 042-481-5594）

●処方箋についてのお知らせ
高額または珍しい薬などが当院から処方された場合、患者さまのかかりつけ薬局さまへ薬剤科からお電話
にて処方情報をお伝えしています。どうぞご理解とご協力をお願いいたします。

●服薬に関する情報提供書ご提出のお願い
患者さまの服薬状況に関して、地域の調剤薬局さまがお気付きの点（処方見直しにつながる要件など）が
ございましたら、薬剤科まで情報提供書をお送りください（ＦＡＸ／ 042-481-5519）。お送り頂いた情報
提供書は担当医師に渡し、患者さまの次回診療時の参考とさせていただきます。
※緊急を要する情報は、お電話にてご連絡ください。どうぞご協力の程よろしくお願いいたします。

とうざん通信つなぐ・７

　７月３日、猛暑日の日曜、「2016 国営昭和記念公園トラ
イアスロン大会」が開催され、透析センター看護部から３
名がリレー女子の部に出場、見事優勝いたしました！　ラ
ンを担当したナースは、「今年はうっかり優勝でしたが、こ
れからも練習を積み、ARUdeNAIde の３人で来年も優勝を
目指しますので、応援をよろしくお願いいたします！」と
コメント。ちなみに、チーム名の「ARUdeNAIde（アルデ
ナイデ）」は、当法人のゆかりのある徳島弁で “ あるじゃな
いか ” という意味です。

トピックス

７月９日「第８回 調布薬薬連携の会」が
開催されました

とうざん’ S　

東山会職員チーム “A
ア ル デ ナ イ デ
RUdeNAIde”

トライアスロン大会で優勝しました！

　地域に頼られる東山薬剤科を
目指し、2011 年より「調布薬
薬連携の会」を開催しています。
７月９日に行われた第８回に
は、調布市薬剤師会や近隣の８
つの薬局などから 35 名の方に
ご参加いただきました。
　「嚥下障害と薬剤」をテーマ
に、当院リハビリテーション科
の大熊るり医師、竹内裕美理学
療法士と、甲斐里江子薬剤師が
講演しました。

　今後も地域の薬剤に関わる
方々とのネットワークを強化す
ることで、患者さまが住み慣れ
た地域で安心して暮らせるよう
安全性や医療連携の向上を図っ
ていきます。
　当会への参加対象者は薬剤師
の方に限りません。他職種の
方々のご参加を心よりお待ちし
ております。

11 月５日（土）
18 時 30 分〜です！
会場：調布東山病院７階会議室
問合せ：調布東山病院薬剤科
           （042-481-5594）

▲ 7 月 9 日の薬薬連携の様子薬剤科から
地域の調剤薬局さまへのお知らせ

    次回
「第９回 調布薬薬連携の会」



とうざん’ S　

地域医療連携室の紹介

　いつも当院をご利用いただきまして、誠にありがとうご
ざいます。今回は改めて、ご紹介方法をご案内いたします。

患者さまのご紹介方法について

編集 /発行
調布東山病院　経営企画部広報室
TEL : 042-481-5583　FAX : 042-481-5535

連携室からのお知らせ

●７月 23 日（土）運動療法教室
（笑いヨガ）を開催しました。

編集後記　8月末にて外科・永田博康医師が退職いたします。12年間、地域の先生方や患者さまから多くのことを学び、育て
てもらい、感謝してやまないと申しております。職員一同、寂しい思いと活躍を祈る気持ちが交錯しているこの夏です。（広報室U）

地域医療連携室 診察・検査・入院など、
お気軽にご相談ください。

TEL : 042 - 481 - 5044（直通）
FAX : 042 - 481 - 5056▶ 月〜土・9:00 〜 16:30

日祝日・休み

●患者さまのみならず、連携機関の皆さま　
　もご参加いただけます！

次回の運動療法教室

傷病者役ボランティアを
　　　　　　募集しています！

地域の医療介護を支える仲間向け訓練

10 月２日（日）９：15〜 12：00

患者さま向けイベント

第 91回とうざん生活習慣病教室

『今日で解決、「貧血」のすべて』
10 月１日（土）　14：00〜 15：30
講師 /須永　眞司　（調布東山病院　院長）

問合せ /調布東山病院　総務課 （042-481-5513）
会場 /調布東山病院７階会議室　参加費 /無料　（予約不要）　

調布東山病院   第３回災害訓練

９月 10日（土）
14:00 〜 15:00
ピラティス教室

会場／調布東山病院７階会議室
参加費／無料
申し込み／地域医療連携室までお電話で
お申し込みください。

〜ピラティスとは〜

ピラティスとは、もともとリハビ
リのために開発されたエクササイ
ズです。椅子に座って、呼吸と動
きでからだをととのえます。

地域医療連携室にお電話をお願いします。ご依頼内容を確認
の上、院内を調整し、折り返しご連絡いたします。

※外来・内視鏡担当医表および診察・検査予約申込書がご入
用の際は地域医療連携室までお申し付けください。

外来

電話

検査 入院 緊急
受診

電話
もしくは

申込書を FAX

地域医療連携室
月〜土9:00~16:30（日祝日・休み）
電話／ 042-481-5044（直通）
FAX／ 042-481-5056

地域医療連携室にお電話をいただくか、診察・検査予約申込
書の一枚目（ＦＡＸ送信状）にご記入の上、地域医療連携室
までＦＡＸをお送りください。予約を取得後、折り返し予約
票をＦＡＸいたします。診療科につきましては、外来・内視
鏡担当医表をご参照ください。

外来および検査予約の場合

入院・緊急受診の場合

健康診断で「貧血」と言われたら、何に気をつけたらいい
のでしょうか？　フラフラするなどの症状があり、貧血で
はないかと心配しているのですが、検査を受けるべきでしょ
うか？　いろいろ気になる「貧血」に関する疑問を、わか
りやすく解説します。

トリアージ訓練の傷病者役となっていた
だけるボランティアを募集しています。特
別な準備はいりませんが、動きやすい服
装でお越しください。参加ご希望の方は、
9 月 24 日（土）までにお電話にてお申し
込みください。（042-481-5513）

主催：調布東山病院　
共催：調布市市役所
　　　調布市医師会

［文／杉田薫（地域医療連携室主任）］

インストラクターのかわなみ
のりこ先生です！

運動のキッカケ
づくりに！


