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当院は紹介・予約制をとっています。受診を希望される方は、ご予約をお願いいたします。

月曜日～土曜日  ８：３０～１７：００03（3633）5511

東京都立墨東病院
Tokyo Metropolitan Bokutoh Hospital

病院のごあんない
Hospital Information

昭和36年 4月 墨東病院を開設（病床400床、診療科13科）
昭和53年11月  精神科病棟を開設し、精神科救急事業を開始
昭和60年11月  診療棟オープン、救命救急センター開設（20床）
平成11年 6月 新病棟オープン、総合周産期母子医療センター開設
平成11年 7月 診療棟改修工事に伴う救命救急センター増床（20床→24床）
平成13年 11月 救急診療科を新設し、「東京ER・墨東」オープン
平成17年 8月 電子カルテシステム稼働開始
平成21年 7月 DPC対象病院となる
平成23年 4月 東京都認定がん診療病院に認定
平成26年 6月 新棟オープン、感染症科外来、感染症科病棟、ER・救命救急センターを順次移転、稼働開始
平成27年 6月 患者支援センター開設
平成28年 2月 「高度救命救急センター」の指定
平成29年 3月 「母体救命対応総合周産期母子医療センター」の指定
平成29年 3月 ハイブリッド手術室開設
平成29年 4月 国の「地域がん診療連携拠点病院」の指定
平成30年 2月 内視鏡センター開設、（公財）日本医療機能評価機構による病院機能評価（3rdG:Ver.1.1）認定
平成30年 8月 「地域医療支援病院」の承認
平成30年10月　「外国人患者受入れ医療機関認証制度（Ver.2.0）」の認証
令和２年10月　「患者・地域支援センター（Patient & Region support Center）」を開設
令和３年12月　手術支援ロボット「da Vinci（ダビンチ）Xi」導入

２　診療規模
入院　729床（予算定床）　　　　※医療法許可病床765床
外来　1,400人／日（予算規模）

３　診療科目（院内標榜科目）
内分泌代謝内科、脳神経内科、血液内科、消化器内科、呼吸器内科、腎臓内科、総合診療科、循環器科、神経科、小児科、
外科、心臓血管外科、呼吸器外科、整形外科、脳神経外科、形成外科、皮膚科、泌尿器科、眼科、産婦人科、新生児科、
耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、リウマチ膠原病科、歯科口腔外科、感染症科、救急診療科、救命救急センター、
集中治療科、麻酔科、診療放射線科、輸血科、内視鏡科、検査科

４　主な機能・設備
ICU、CCU、SCU、HCU、NICU、GCU、M-FICU、CT、MRI、IVR-CT、リニアック、X線テレビ装置、自動細胞分析装置、
生化学自動分析装置、人工心肺装置、高気圧酸素治療装置、ハイブリッド手術室、手術支援ロボットda Vinci Xi　等
　

1　沿革

　患者さんは、「患者中心の医療」の理念のもとに、人間としての尊厳を有しながら医療を受ける権利を持
っています。また、医療は、患者さんと医療提供者とが互いの信頼関係に基づき、協働してつくり上げていく
ものであり、患者さんに主体的に参加していただくことが必要です。
　都民の生命と健康を守ることを使命とする都立病院は、このような考え方に基づき、ここに「患者権利章
典」を制定します。
　都立病院は、この「患者権利章典」を守り、患者さんの医療に対する主体的な参加を支援していきます。

１　だれでも、どのような病気にかかった場合でも、良質な医療を公平に受ける権利があります。
２　だれもが、一人の人間として、その人格、価値観などを尊重され、医療提供者との相互の協力関係のも
とで医療を受ける権利があります。

３　病気、検査、治療、見通しなどについて、理解しやすい言葉や方法で、納得できるまで十分な説明と情
報を受ける権利があります。

４　十分な説明と情報提供を受けたうえで、治療方法などを自らの意思で選択する権利があります。
５　自分の診療記録の開示を求める権利があります。
６　診療の過程で得られた個人情報の秘密が守られ、病院内での私的な生活を可能な限り他人にさらさ
れず、乱されない権利があります。

７　研究途上にある医療に関し、目的や危険性などについて十分な情報提供を受けたうえで、その医療を
受けるかどうかを決める権利と、何らの不利益を受けることなくいつでもその医療を拒否する権利があります。

８　良質な医療を実現するためには、医師をはじめとする医療提供者に対し、患者さん自身の健康に関す
る情報をできるだけ正確に提供する責務があります。

９　納得できる医療を受けるために、医療に関する説明を受けてもよく理解できなかったことについて、十
分理解できるまで質問する責務があります。

10　すべての患者さんが適切な医療を受けられるようにするため、患者さんには、他の患者さんの治療や
病院職員による医療提供に支障を与えないよう配慮する責務があります。

都立病院の患者権利章典 墨東病院立面図

病院の概要



【患者相談部門】
　　●外来患者の対応の充実
　　●療養・就業両立支援

【在宅支援部門】
　　●地域の医療等関係者との連携強化
　　　（当院⇔在宅医、医療と介護の連携強化）
　　●地域医療関係者の育成支援

【入退院調整部門】
　　●入院サポートの充実
　　●退院後を見据えた
　　　サポートの充実

【地域医療連携部門】
　　●医療機関との連携
　　●都民向け情報発信

墨東病院
運営理念 医療機能の強化

の取組

私たちは いつでも だれにでも 安全で 質の高い 患者中心の
　医療を提供し  都民の健康を守るため  全力を尽くします　

１　病院の性格
　墨東病院は、区東部保健医療圏において最大規模の都立総合病院であり、三次救急医療を含む「東京ER・墨東」や、周産期医療など
複数のセンター的医療機能を担う、区部の基幹的な医療機関としての役割を果たしています。

２　4つのセンター的医療機能
　墨東病院が中心的役割を担うセンター的医療機能は次の4点です。
⑴ 三次救急医療
　専任スタッフにより24時間体制で救命処置の必要な三次救命救急患者の受入れを行う救命救急センターに加え、初期救急医療・
二次救急医療を担当する救急診療科を設置し、「東京ER・墨東」を運営しています。また、「高度救命救急センター」として、広範
囲熱傷、指肢切断、救急中毒等の特殊疾病患者に救命医療を提供しています。
⑵ 周産期医療
　産科・新生児科が緊密に連携し、母体から新生児まで一貫して総合的な治療管理を行う総合周産期母子医療センターを設置し、
M-FICUやNICUを活用した高度医療の提供、搬送受入れ、調整を行っています。平成29年3月には、「母体救命対応総合周産期母

子医療センター」の指定を受け、緊急に母体救命措置が必要な妊産褥婦を“絶対に受け
入れる”診療体制を構築しています。
⑶ 感染症医療
　第一種・第二種感染症指定医療機関として、感染症の発生や拡散に備えるとともに、
発生時には患者を速やかに受け入れられるよう、平時より防護具着脱訓練や受入訓練を
定期的に実施しています。
　また、地域における感染症への対応力の強化に向け、墨東病院が中心となり、保健所
や地域の医療機関も対象とした合同訓練を実施します。
⑷ 精神科救急医療
　精神科救急医療については、東京都第一ブロック（区東北部）を受け持ち、夜間休日
の緊急措置診察や緊急措置入院、応急入院、医療保護入院の受入れを行い、都における
精神科救急医療の拠点的役割を担っています。

３　６つの重点医療課題への取組　
　センター的医療機能のほか、医療行政上の必要性から墨東病院が取り組む重点医療課題
は、次の６点です。　
⑴ 災害医療
　発災時に多くの患者を確実に受け入れていくため、地震や水害を想定したBCPの継続的
な見直しや訓練を行うとともに、ライフラインの強化について検討します。
⑵ 精神身体合併症医療
　重篤な身体合併症を持つ患者、自殺企図後の患者、産科合併症の患者の入院治療を優先的
に行っており、病棟においては、合同ミーティ
ングや集団レクリエーション、絵画療法、集団
精神療法に積極的に取り組んでいます。

⑶  難病（リウマチ・膠原病、特定内臓系）
　高度で専門的な医療技術を持つスタッフにより、リウマチ膠原病科において、年々増
加するリウマチ疾患、膠原病系難病の治療を行うほか、各診療科においても、肝臓、腎
臓、消化器などの特定内臓系難病にも対応しています。
⑷ 障害者歯科医療
　歯科口腔外科において、一般の歯科診療所では対応が困難な、全身麻酔下の治療が前
提となる障害者歯科診療に対応しています。
⑸  特殊救急医療（熱傷等）
　高齢化の進行に伴い、増加が見込まれる地域医療機関では、対応困難な合併症患者や
重症患者及び心臓疾患や脳血管疾患患者に対し、関係診療科の連携により、高度かつ専
門性の高い医療を提供します。
　また、都内で4カ所しかない高度救命救急センターとして、都全域を対象に、高気圧
酸素室や熱傷対応ベッド、ハイブリッド手術室やＩＶＲ-ＣＴシステム等の医療資源を最大
限活用した高度な救急医療を提供します。
⑹ がん医療
　東京都がん診療連携拠点病院として、５大がんを始めとするがんについて高度で集学
的治療を提供するほか、セカンドオピニオンの実施、がん相談支援センターの設置、緩
和ケア研修の開催等により、区東部地域のがん医療を牽引しています。
　また、平成29年4月には国の「地域がん診療連携拠点病院」にも指定され、一層の
がん治療への貢献を進めていきます。

　令和３年12月より内視鏡手術支援ロボット「da Vinci（ダビンチ）Xi」を導入いたしました。従来の開腹手術と異なり、数か所
の小さな切開部から手術を行うため、患者様の身体への負担が少なく「低侵襲」で、かつ人間の手より大きな可動域と手ぶれ
補正機能により、「精緻」な手術が可能となります。
　泌尿器科における前立腺がんや、消化器外科における胃がん、直腸がんのほか、婦人科における子宮良性腫瘍及び初期の
子宮体がんの手術において、ダビンチ手術の実施を予定しています。

　令和2年度より放射線治療専門医と医学物理士を増
員し、高精度放射線治療であるIMRT（強度変調放射
線治療）・定位放射線治療の対応可能範囲を大きく
広げ、より安全で治療効果の高い放射線治療の提供
に努めています。
　IMRTは従来の照射よりも複雑な線量分布を実現で
きる照射方法で、前立腺癌をはじめ、肺癌、婦人科
癌、直腸癌、頭頚部癌、脳腫瘍など、全身の様々な
腫瘍に用いることができます。
　定位放射線治療は標的に線量を高度に集中させる
照射方法で、従来から対応している肺腫瘍に加え、
様々な部位のオリゴ転移（少数個のみの転移）にも
対応可能になりました。

　高度化・多様化などの将来的な医療ニーズに対応できる総合診療基盤を整備し、地域の医療を支えています。
○外来通院でも安全・快適に抗がん剤治療ができる「外来化学療法室」を設置し、医師、看護師、薬剤師等が協力して
患者をサポートしています。
○日帰り手術のニーズに応える「日帰り手術室」や術後患者が安心して休憩、リカバリーできる「日帰り手術センター」
を設置しています。
○透析を必要とするがん患者や救急患者に、より的確に対応できるよう腎センターを設置し、きめ細かなサービスを
提供しています。
○医師や看護師等のスタッフが個々の患者の治療法を議論するキャンサーボードを積極的に開催し、治療の選択肢
を広げるとともに、治療レベルの向上に努めています。
○新型コロナウイルス等にも対応する感染症科外来や、エボラ出血熱・SARS等の患者を受け入れる感染症病床を
整備し、都民の安全・安心を支えています。

墨東病院の特色

１ 手術支援ロボット「da Vinci（ダビンチ）Xi」の導入

２  高度放射線治療の適応拡大

３  総合診療基盤の強化

「患者・地域支援センター（PRセンター）」のご紹介
　令和２年10月、墨東病院では「患者支援センター」の名称を改め、「患者・地域支援センター（Patient & 
Region support Center）」を開設しました。
　墨東病院の理念である「患者中心の医療で地域を支え、東京を支える」に基づき人口150万人を抱える区東
部保健医療圏における地域包括ケアシステムの一翼を担うべく、相談、支援、連携体制の充実を図りました。
　「患者支援」と「地域支援」の二本柱で多職種が連携して患者・地域に寄り添った医療を提供し、パブリックリ
レーションズ（PR）の本来の意味である“良い関係づくり”をより一層目指していきます。
　現在は入退院支援の対象を拡充するとともに、地域支援体制の強化もあわせて進めています。

▲IMRTによる照射野改善の例

▲手術支援ロボット「da Vinci（ダビンチ）Xi」

▲外来化学療法室

▲救命救急センター

▲ヘリコプターによる救急患者の受入れ

▲NICU

▲GCU

▲陰圧制御した第一種感染症病室


