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12月発行

Tokyoヘルスケアサポーター養成講座を開催しました！
　10月20日（日）に「Tokyoヘルスケアサポーター養成講座」を開催しました。
この「Tokyoヘルスケアサポーター養成講座」は、誰もがいきいきと暮らし続ける健康長寿社会の実現に寄与する
ため、病院経営本部が昨年度から実施しているものです。2回目となる今回は、東京都医師会に共催いただきながら、都立
病院の持つ豊富な臨床症例やノウハウを活かした医療・予防・健康づくり等に関する知識を参加者の皆様に身に付けてい
ただきました。
具体的には、「人生100年時代におけ

る病気との向き合い方」をテーマに、
がん、認知症、生活習慣病、フレイル等の
長寿社会を生きるにあたり関心の高い
テーマについて、各分野に精通した都立
病院の医療スタッフが、専門的な内容を
わかりやすく丁寧にお伝えしました。
昨年度は区部（新宿）での開催のみでし

たが、参加者のうち約3割が多摩地区
在住の方だったことや、さらに気軽に多摩
地区の方々にも御参加いただけるよう
今回は都立多摩総合医療センターでの
開催としたところ、200名の募集定員を
超える564名のお申込みをいただき、
急きょ、会場に都立多摩図書館を加え、
同日に２会場での開催といたしました。
　受講者の方々からも、「こうした機会が
あるのはありがたい」「項目別の丁寧な
説明で、なんとなく知っている事も具体的
に知ることができた」「大変充実した内容
でこれからの生活に生かしていきたい」
などの感想をいただきました。
今後は、アンケートの結果などを踏ま

えながらテーマを選定し、来年度も引き
続き開催していく予定です。

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。

●Tokyoヘルスケアサポーター養成講座を開催しました！

●「広尾病院整備基本計画」を策定しました。
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「地域で安心して医療を受けるために」

「フレイルにならず健康に生きる」

「がんを知り、がんと向き合って生きる」

「認知症の理解と対応」

「生活習慣の予防と健康づくり」

公益財団法人　東京都保健医療公社　理事長　山口武兼

多摩総合医療センター　リハビリテーション科主任技術員　高久徳子

多摩総合医療センター　呼吸器内科医長　村田研吾

松沢病院　精神科医長　新里和弘／相談主任技術員　菊地ひろみ

多摩総合医療センター　循環器内科部長　田中博之／栄養科長　松倉時子
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▲多摩総合医療センターの様子 ▲都立多摩図書館の様子
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「広尾病院整備基本計画」を策定しました。広「広広「広
〔令和元（2019）年10月〕

　広尾病院は、現在の場所に開設して120年以上、様々な医療ニーズに応じた役割を果たしてきました。現在の
広尾病院は、都心部唯一の基幹災害拠点病院として、災害医療全体の水準向上に貢献するとともに、島しょ地域
からのヘリコプターでの救急搬送に24時間体制で対応するなど、島しょ医療の基幹病院としての役割も担って
いるほか、救命救急センターを含む「東京ＥＲ・広尾」による365日24時間体制で初期救急から三次救急までの
救急医療を実施しています。
　都は、平成29年11月、施設老朽化に伴う改築を実施するための「広尾病院整備基本構想」を策定し、広尾病院
が現地で長年培ってきた「地の利」を活かして、敷地内にある広尾看護専門学校と一体的に、現地建替え整備を
行うこととしました。
　この基本構想を踏まえ、広尾病院が新病院においても、平時・災害時ともに都民等に安全・安心で質の高い医
療を引き続き提供するため、具体的な課題や条件を整理し、事業実施の指針とすることを目的として、本年10月
30日に「広尾病院整備基本計画」を策定しました。
　今後は、本基本計画に沿って、整備を着実に進め、広尾看護専門学校との連携を一層深めつつ、災害医療をは
じめとした行政的医療を強化してまいります。

広尾病院は、災害・島しょ・救急医療の拠点として、東京の医療提供体制において重要な役割を果たし
ているため、敷地内で日常の診療を継続しながら建替え工事を実施します。下記は、基本計画に記載した
工事手順及び暫定的なスケジュールです。

工事手順と整備スケジュール工事手順と整備スケジュール
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主　　な　　整　　備　　内　　容区　分

災害医療

・病院本棟及び機械棟に免震構造を採用
・集中豪雨等による浸水に備えて非常用発電設備などを機械棟の地上階に設置するとともに、
３日分以上の燃料を確保
・ガスコージェネレーションシステムを整備
・３日分以上の給水を確保できる貯水槽及び非常用排水貯留槽を整備
・給水設備の損傷等に備えるため、災害用井戸設備を整備
・災害時における患者の多数発生時に対応可能なスペースを確保し、増床エリアには医療
  ガス設備を整備（平時の２倍の800床程度に増床、５倍程度の外来患者に対応）
・ＮＢＣ災害発生時の二次被害を防止するため、専用貯水槽付除染シャワー設備等を整備
・屋上ヘリポートを整備
・院内災害対策本部、区西南部医療対策拠点、減災対策支援室、応援医療チームの参集
  場所などの機能を集約（災害対応のベースキャンプ）
・関係機関等との通信、院内外のモニタリングのため、情報収集用通信・映像設備を整備
・災害時の重症患者の受入れ及び備蓄のため、各病棟へ災害対応室を整備
・広尾看護専門学校との連絡通路を３階に整備（災害時には、広尾看護専門学校の３階に
  整備する模擬病棟などで、広尾病院で受け入れきれない入院患者等の一部を受入れ）

・地域で症状が増悪した患者を受け入れるとともに、急性期治療後も引き続き患者を受け
入れる「地域貢献病床」30床程度を整備
・島しょ地域の診療所等との間でのＩＣＴを活用したＷｅｂ会議の実施環境を整備
・島しょ地域の病院・診療所等との医療用画像の送受信などにより、島しょ地域の診療支援
を行うため、画像電送室を整備
・高齢化に伴う心疾患の増加に対応するため、心臓カテーテル室を３室整備
・ハイブリッド手術室や放射線治療装置（リニアック）を整備
・屋上ヘリポートを整備（再掲）
・島しょ地域の患者や付き添いの家族等が利用することができる「患者家族宿泊施設」を
敷地内に設置

・ウォークインの救急患者入口、感染症疑い患者入口、救急車出入口を別々に設置
・救急部門専用の一般撮影装置、 ＣＴ装置、X線TV装置、血管造影装置を配置
・重症熱傷に対応するため、熱傷ユニットを整備
・屋上ヘリポートを整備（再掲）
・屋上ヘリポート、救命救急センター、手術室等との間の迅速な移動を可能にする救急用
  エレベーターを整備
・新型インフルエンザ等の感染症疑い患者に対応するため、陰圧管理が可能な前室付きの
  診察室を整備

・「地域貢献病床」30床程度を整備（再掲）
・画像検査機器等の地域の医療機関等との共同利用を促進
・ＩＣＴを活用した地域医療機関との診療情報の共有化を検討
・ハイブリッド手術室や放射線治療装置（リニアック）を整備（再掲）
・急性期リハビリテーションが可能なベッドサイドスペースを確保
・病棟全体の陰圧管理が可能な感染症緊急対応病床を整備
・子育て環境の充実のため、職員宿舎内に病児・病後児保育室を整備
・院内保育室の地域開放を検討

島しょ医療

救急医療

地域貢献
・

日常診療

療養環境
・

患者サービス
・

外国人対応

⇒http://www.byouin.metro.tokyo.jp/about/houdou/2019/2281_20191030.html
「広尾病院整備基本計画」の全文を病院経営本部のホームページに掲載しています。

新病院における主な整備内容新病院における主な整備内容

・病室は個室（１床室）及び４床室を基本とし、それぞれにトイレを整備
・売店・カフェ・レストランなどの利便施設を外来エリアへ整備
・ユニバーサルデザインや外国語での案内や誘導サイン、礼拝室などの施設を整備
・外国人患者受入れ医療機関認証制度（ＪＭＩＰ）の認証を引き続き取得
・患者・地域支援部門を強化
・ホスピタルアートの導入を検討
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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

〒 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

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

広尾病院
代表 03-3444-1181

病院名／電話番号 所在地

〒 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

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）

墨東病院
代表 03-3633-6151

病院名／電話番号 所在地

〒 183-8561　
府中市武蔵台
2-8-29

〒 156-0057　
世田谷区上北沢
2-1-1

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
予約 03-3303-8379

都立
病院名／電話番号 所在地 病院名／電話

令和元年４月１日現在在

話番号 所在地 病院名／電話番号 所在地

立病院一覧
話番号 所在地
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〒 170 8476　
豊島区南大塚
2-8-1

〒 113-8677　
文京区本駒込
3-18-22

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

〒 183 8524
府中市武蔵台
2-8-29

〒 183-0042
府中市武蔵台
2-6-1

多摩総合医療センタ
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）

〒 156 0057　
世田谷区上北沢
2-1-1

松沢病院
代表 03-3303-7211
予約 03-3303-8379
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【アカウント名】@toritsubyouin（東京都病院経営本部）
【URL】http://twitter.com/toritsubyouin/

大塚病院で女性総合外来を開設しました

大塚病院では平成15年7月に都立病院初の女性
専用外来を開設し、女性に対する医療サービスの向上に
取り組んできました。この度、女性医療の更なる充実を
図るため、現在の女性専用外来を、壁を塗り替え、LED
照明にする等、リニューアルし、内科、神経科、産婦人科
の女性医師による「女性総合外来」として10月1日より
開設しました。女性総合外来は、他の外来から離れた
場所にある女性専用の外来ブースであり、静かでプライ
バシーが守られる環境です（写真）。問診、診察は看護
師、女性医師が30分～1時間かけて丁寧に話を聞き、
診察をします。
　本外来も含め、当院で従来から開設している「女性外

科外来」「母性内科外来」「婦人科内視鏡外来」等、診療科を跨いだ女性のための外来に加え、新たに「内分泌・思春期成長
外来」を開設し、将来的には「女性アスリート外来」も開設予定で、これらの外来を含めて「女性生涯医療外来」を構築しま
した（図）。女性生涯医療外来では、女性の思春期から妊娠・出産、子育てと仕事、さらには更年期、老年期に渡り、女性の
ライフステージに応じた医療を展開していきます。
本外来の軸となるのが、新たに導入した「女性医療コンシェルジュ」であり、女性の様々な相談をワンストップで受け、

適切な外来に繋げ、女性に対する切れ目のないサポートを行います。女性特有の症状や悩み、女性医師に診てもらいた
い等、何でもお気軽にご相談く
ださい。
　大塚病院はこれからも、女性
に寄り添う医療を、総合病院の
強みを生かし、各科挙げて取り
組んでいくつもりです。
女性総合外来の受診方法、

担当医等は大塚病院のホーム
ページをご覧ください。

ビスの向上に

大塚病院 女性総合外来を開設しまし

大塚病院では平成15年7月に都立病
専用外来を開設し 女性に対する医療サ ビ

病院初の女性
ビスの向上に

大塚病院 女性総合外来を開設しました大塚病院で女性総合外来を開設しました大大大大大大 大塚病院  院長

富山 順治

▲一般外来から離れた場所にある、女性総合外来ブースで、
　プライバシーが守られ、清潔で静かな環境となっています

▲診療の流れイメージ図
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