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●都立病院のご紹介④松沢病院
「１００年のその先へ」

都 立 病 院 令和元年

10月発行

小児総合医療センターでファシリティドッグを
導入しました。
小児総合医療センターでは、都内で初めて（全国で３病院目）

ファシリティドッグを導入しました。ファシリティドッグとは、入院中

の患者や家族の不安を和らげ、心理的なサポートをするなど子ど

もたちの治療に寄り添うことを目的に育成された犬のことで、

ハンドラー（専門的トレーニングを受けた看護師）がペアになり、

主に病室訪問や検査、処置、手術、リハビリに同行します。

令和元年８月２５日（日曜日）には、ファシリティドッグの就任式

を開催しました。就任式では、ファシリティドッグのアイビーと、

ファシリティドッグ・ハンドラーの大橋真友子さんに対して、廣部

院長が任命書とスタッフカードを授与しました。また、この日の

ために、入院中の子どもたちが病棟スタッフと一緒に用意した

バンダナをアイビーにプレゼントしました。さらに、就任式に参加

できない子どもの代わりに、お母さんがスピーチを届けてくれ

たり、ビデオメッセージを準備してくれたりと、優しさに包まれた

時間となりました。

当日は、院内外から約１５０名の方が参加してくださり、多く

の方に囲まれて、小児総合医療センターのファシリティドッグチー

ムの活動がスタートしました。

今後も、ファシリティドッグの活動で、多くの子どもたちに笑顔

を届けることが出来るように、病院スタッフ一同、全力でサポート

していきます。

皆さまもぜひ、小児総合医療センターにおけるファシリティドッグ

「アイビー」の活躍を応援してください。

公式広報
キャラクター
「とびーくん」

「とびーくん」は、東京都病院経営本部の公式広報キャラクターです。
名前は、都立病院の「とりつ」「びょういん」から取りました。病院の建物と白衣をモチーフにしています。

●小児総合医療センターでファシリティドッグを
　導入しました。
●広尾病院で「夏休みこども探検ツアー」を開催しました。
●都立病院公開講座、緩和ケアイベントのお知らせ
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▲子ども達からのバンダナのプレゼント



都立病院公開講座、緩和ケアイベントのお知らせ
都立病院では都民のみなさん向けに公開講座を実施しています。詳細は、各病院ホームページをご覧ください。

松沢病院

都立病院
公開講座

都立病院
公開講座

緩和ケア
イベント

●オレンジバルーンプロジェクトin墨東個別相談会（医師、看護師、
　栄養士、薬剤師）、体験コーナー（アロママッサージ、スキンケア）
10月８日（火）　10時から13時まで　墨東病院1階ロビー　
☎03-3633-6151（代）墨東病院がん相談支援センター

●オレンジバルーンプロジェクトin墨東
　公開講座『緩和ケア病棟ってどんなところ？』
10月８日（火）　13時30分から14時まで　墨東病院14階講堂　
☎03-3633-6151（代）墨東病院がん相談支援センター

墨東病院

●認知症は予防できる！？
●認知症予防～毎日の生活の中でできること～ほか
10月29日（火）　13時30分から15時まで　すみだ産業会館（丸井錦糸町店9階）　☎03-3633-6151（代）墨東病院医事課　※先着100名。事前申込制

都立病院
公開講座

緩和ケア
イベント

●駒込病院緩和ケア週間
  『知ってほしい！緩和ケア』：よろず相談
10月9日（水）　10時から15時まで　都立駒込病院　本館3階患者サロン　
都立駒込病院 緩和ケアセンター　☎03-3823-2101（内線2133）
※事前予約必要なし

●駒込病院緩和ケア週間
  『知ってほしい！緩和ケア』：ミニ講習会＋緩和ケア病棟見学会
10月9日（水） 10時30分から  14時から  都立駒込病院  本館3階患者サロン　
都立駒込病院 緩和ケアセンター　☎03-3823-2101（内線2133）
※事前予約必要なし。時間は今後変更になる可能性がありますのでご了承ください。

駒込病院

●緩和ケアとの上手なつきあい方  ～いつ、どこで、どのように受けたらいいの？にお答えします～
10月12日（土）　1４時０0分から15時３０分まで　都立駒込病院　別館１階講堂　都立駒込病院 がん拠点事務局　☎03-3823-2101（内線2065）
※１５０名（抽選）。キャンセル待ちをご希望の場合は、お電話にてお問い合わせください。

都立病院
公開講座

緩和ケア
イベント

大塚病院

●子どものぜん息
～これだけは知っておきたい！正しい診断と対応について～
10月12日（土）　1４時０0分から15時３０分まで（開場13：30）　文京区立千石図書館　
（予約：文京区立千石図書館）☎03-3946-7748
（その他のお問い合わせ：都立大塚病院）☎03-3941-3211 内線2222
※定員40名（先着順）要事前予約：8月15日（木）9：00～予約開始
（文京区立千石図書館窓口もしくはお電話にて受付）

●最新の脳卒中医療体制～家庭での予防から救急受診まで～
11月16日（土）　1４時０0分から15時３０分まで（開場13：30）　文京区立千石図書館　
（予約：文京区立千石図書館）☎03-3946-7748
（その他のお問い合わせ：都立大塚病院）☎03-3941-3211 内線2222
※定員40名（先着順）要事前予約：10月1日（火）9：00～予約開始
（文京区立千石図書館窓口もしくはお電話にて受付）

8月27日（火曜日）に広尾病院にて小学生以下を対象としたイベント「夏休みこども探検ツアー」を開催しました。定員35組（70名

程度）のところ、メール・はがきを合わせて340組と想定以上の応募を頂き、厳正な抽選により参加者を決定しました。

ツアーは二部構成となっており、前半に院内探検を行いました。こども達は用意された

白衣を着用し、ヘリポート、中央手術室、救急外来そしてＭＲ・ＣＴ室など院内各所を探検

して回りました。特に中央手術室は一般の人が立ち入れない場所ということもあり、はじめ

て見る手術機器や手洗い体験に多くのこども達が喜んでいました。また、災害医療につ

いてパネルで説明を受けるとともに、ＤＭＡＴカーをバックに写真撮影会も行いました。

後半に体験コーナーと題し①ジュニアレジデントとの座談会、②看護師との座談会、

③人形を用いた心臓マッサージ体験、④車いす体験の４つのブースを設けました。座談

会では、こども達から「医師や看護師って大変じゃないの？」といった率直な質問が投げ

かけられるなど、絶え間ない質問に参加した医師と看護師は応対していました。

最後に当院の江川院長から、病院は色んな資格を持った人から成り立っていること、

少しでも広尾病院に関心を持ってもらえれば嬉しいとの挨拶があり、ツアーは大盛況

のうちに終了しました。

参加したこども達からは「とても楽しかった」、「次もあればまた参加したい」といった

言葉を頂きました。

今後も、広尾病院の魅力を発信するイベントを計画していきたいと思っております。
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●伝えよう。早期からの緩和ケア
10月9日（水）　10時から12時まで　１階外来ホール　☎03-3941-3211（代）
※講演「乳がんと緩和ケア」、よろず相談、ウイッグ、カバーメイク相談

▲オペ室を見学するこども達

▲心臓マッサージ体験コーナー

員35組（70名

※どちらも事前申込不要

都立病院
公開講座

●子どものぜん息
～これだけは知っておきたい！正しい診断と対応について～
10月12日（土）　1４時０0分から15時３０分まで（開場13：30） 文京区立千石図書館　
（予約：文京区立千石図書館）☎03-3946-7748
（その他のお問い合わせ：都立大塚病院）☎03-3941-3211 内線2222
※定員40名（先着順）要事前予約：8月15日（木）9：00～予約開始
（文京区立千石図書館窓口もしくはお電話にて受付）

●最新の脳卒中医療体制～家庭での予防から救急受診まで～
11月16日（土）　1４時０0分から15時３０分まで（開場13：30）　文京区立千石図書館
（予約：文京区立千石図書館）☎03-3946-7748
（その他のお問い合わせ：都立大塚病院）☎03-3941-3211 内線2222
※定員40名（先着順）要事前予約：10月1日（火）9：00～予約開始
（文京区立千石図書館窓口もしくはお電話にて受付）

講演「乳 緩和ケ 」、 ず相談、 イッグ、 イク相談
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●“大人の発達障害”の基本を知る
10月26日（土）　11時から12時30分まで　大会議室　内線1042　申込不要
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今からちょうど100年前、当時の呉秀三院長は、手狭になった巣鴨病院を、当時の荏原郡松沢村に移設し、松

沢病院と名前を変えました。このとき、呉秀三は、精神障害者の権利擁護と福祉に思いを致し、この地に、ヨーロ

ッパの精神障害者コロニーを擬した精神科病院を作ろうとしました。現在のような治療薬もなく精神疾患につ

いても十分な知見のない中、呉は、患者さんを病棟に閉じ込めるのではなく、職員も一緒になって働いて、労働を

通じた関わり合いの中で、世間の風にささくれだった患者さんの心を癒そうとしました。地域の皆様もよくご存

知の将軍池は、当時、患者さんと職員が力を合わせて掘った人工の池です。池の中央の築山は、この作業を指

導した加藤普佐次郎医師にちなんで、加藤山と呼ばれています。

私事ですが、大学での初期研修を終え、私が初めて松沢病院への就職を母に報告したとき、母の顔に浮かん

だのは、落胆と困惑の表情でした。東大病院に勤務する自慢の息子が、こともあろうに、あの松沢病院に行くと

いうのですから。あれから40年近い歳月が過ぎました。松沢病院は、少しずつ、皆様に受け入れられるようになっ

てきました。近年、松沢病院は、『地域に支えられ地域を支える病院づくり』という運営方針を掲げています。精神

に障害を持つ人にも、憲法が保障する健康で文化的な最低限度の生活を営んでもらうためには、地域の皆様の

理解と協力が不可欠です。同時に、都会に残るこの広大な敷地を多くの都民のために使わなければなりません。

病院が開かれることによって精神医療が開かれ、病気や障害の有無にかかわらず、みんなが自分の幸福を追求

できるユニバーサルな社会ができたらいいと思います。

今年、松沢病院は、創立140周年、松沢移転100周年を迎えます。呉秀三が掲げた理想からはまだまだ遠いけ

れど、こうした機会を通じて、松沢病院のブランドイメージを、もっともっと明るいものにしていきたいと思いま

す。松沢病院が頑張れば、東京の、日本の精神医療がよくなると信じて。

100年のその先へ

創立140周年・移転100周年記念イベント

日時：2019年10月19日（土）10:00-15:30
　※雨天のときは10月20日（日）に順延
会場：松沢病院　西門芝生広場、駐車場等

日時：2019年11月16日（土）9:15-
会場：松沢病院　本館2階大会議室

院長 齋藤　正彦

創立記念祭「第28回自由広場」と共催

●松沢風景コンテスト表彰式
●松沢病院歴史探訪ツアー
　・集合場所：メイン会場横の松沢病院テント前
　・スタート：11時、12時、13時、14時を予定
　・所要時間：およそ45分
　・松沢の歴史スポット7か所を巡るツアーです。
　　各スポットでは研修医が由来を説明します。

●日本精神医学資料館公開
●聴診器を使ってみよう
　・お医者さんに「もしもし」される聴診器から
　 どんな音が聴こえるのでしょうか？ 

●健康相談・栄養相談・お薬相談コーナー

●映画上映　約70分
　①9:15-10:25　②13:30-14:40
「夜明け前
　－呉秀三と無名の精神障害者の100年」
　・松沢病院第5代院長で松沢移転を実現した
　 呉秀三先生の業績を追ったドキュメンタリーです。

●記念講演　齋藤正彦院長90分
　11:00-12:30
　「松沢病院のこれまでとこれから」
　・松沢病院の歴史は日本の精神医学の歴史と重な
　  ります。140年の歴史をふりかえり、松沢移転100

     年のその先へ進む松沢病院のめざすものとは。

院長 齋藤　正彦

▲本館診療棟正面
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・お医者さんに「もしもし」される聴診器から
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●健康相談・栄養相談・お薬相談コーナー

●記念講演 齋藤正彦院長90分
11:00-12:30

　「松沢病院のこれまでとこれから」
・松沢病院の歴史は日本の精神医学の歴史と重な

ります。140年の歴史をふりかえり、松沢移転100

    年のその先へ進む松沢病院のめざすものとは。
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糖尿病という病気は、よく耳にする機会が多いと思いますが、皆様はどのようなイメージをお持ちでしょうか。糖尿病とは

血液中のブドウ糖の濃度である血糖値が高くなる病気です。ブドウ糖は脳や神経にとっての唯一の燃料であり、ブドウ糖が

なくなると生命を維持することができません。そのため人の体は血糖値を維持するために様々なメカニズムがありますが、

血糖を下げる唯一の仕組みであるインスリンというホルモンの働きが悪くなることで、血糖値が上昇して糖尿病が発症

します。

糖尿病になって高血糖状態になっても、実はほとんどの患者が無症状です。しかし高血糖

が数年以上続くと、血管がダメージを受け、糖尿病3大合併症（網膜症、腎症、神経障害）や

動脈硬化が進行します。高血糖になっても自覚症状がほとんどないため、糖尿病であること

に気づかず、あるいは知っていても軽く考えてしまい、放置することで合併症が隠れてじわじ

わと進行してしまうのです。

糖尿病であっても早期に発見して、治療に取り組めば未然に合併症を防ぐことや、合併症

がすでに存在した状態であってもその進行を止めることができ、糖尿病でない人と変わらな

い健康余命を得ることができます。また不幸にして合併症が重症化した状態で見つかっても、医療技術の革新により現在で

は様々な治療法が進歩しています。

糖尿病になっているか、あるいはその前段階の予備軍といわれる状態かは、各自治体が毎年実施し

ている特定健診を受診することにより、ご自身で把握することができます。そのうえで、空腹血糖値

126mg/dl以上あるいは、血糖値の平均値を示すバイオマーカーであるHbA1cが6.5％以上の場合は

糖尿病の可能性が極めて高いので医療機関を受診して相談して下さい。その手前の予備軍と判定され

た方は特定健診後の保健指導を受けて、生活習慣を見直し糖尿病の発症予防に努めましょう。

下下下げるげるげるげる唯一唯唯唯 の
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O4 ◆病院経営本部は、ツイッターでも情報発信しています。
【アカウント名】@toritsubyouin（東京都病院経営本部）
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気糖 病と う病気

広尾病院  糖尿病内分泌科
部長 吉本  貴宣

「糖尿病」って　　い病気？

機会が多いと思いますが、皆様は会が多いと思いますが、皆様

怖

都 立 病 院 一 覧 令和元年４月１日現在

病院名／電話番号 所在地 主な医療

周産期医療 精神科救急医療
難病医療（リウマチ・膠原病系、特定内臓系）
災害医療 特殊救急医療

障害者歯科医療 心臓病医療 脳血管疾患医療

〒 150-0013　
渋谷区恵比寿
2-34-10

〒 170-8476　
豊島区南大塚
2-8-1

〒 113-8677　
文京区本駒込
3-18-22

〒 130-8575　
墨田区江東橋
4-23-15

〒 183-8524　
府中市武蔵台
2-8-29

〒 183-0042　
府中市武蔵台
2-6-1

〒 183-8561　
府中市武蔵台
2-8-29

〒 156-0057　
世田谷区上北沢
2-1-1

予約 03-3446-8331

大塚病院
代表 03-3941-3211
予約 03-3941-5489

駒込病院
代表 03-3823-2101
予約 03-3823-4890

墨東病院
代表 03-3633-6151
予約 03-3633-5511

多摩総合医療センター
代表 042-323-5111
予約 042-323-9200

神経病院
代表 042-323-5110
予約 042-323-9200
（多摩総合医療センター外来）

小児総合医療センター
代表 042-300-5111
予約 042-312-8200

松沢病院
代表 03-3303-7211

広尾病院
代表 03-3444-1181

予約 03-3303-8379

災害医療

三次救急医療 感染症医療 がん医療

精神身体合併症医療

移行期医療

移行期医療 アレルギー疾患医療
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