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▲医療救護班（松沢病院）がトリアージ訓練をする様子
　（桃井原っぱ公園にて）
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　平成２６年８月３０日（土曜日）、東京都・杉並区合

同総合防災訓練に参加しました。今回の訓練は、東京

湾北部を震源とする地震が発生し、広い範囲で震度６

弱以上、杉並区では震度６強の地震が発生したという

想定で実施されました。

　病院経営本部は、広尾病院（写真上）と松沢病院（写

真右）が参加し、負傷者に対する医療処置やトリアー

ジ等に取り組みました。

　都立病院は、引き続き、研修や訓練など災害に備え

た取組を実施していきます。

東京都総合防災訓練に参加しました

▲海上自衛隊の船「はしだて」に負傷者を搬送する東京DMAT
　（広尾病院）の訓練風景（晴海地区の会場にて）

ホームページ
キャラクター
とびーくん

平成２６年８月に墨東病院の新棟がオープンしました。
医療機能を強化し、今後も、安全で安心できる質の高い
医療サービスを提供していきます。
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　駒込病院は、Ｃ型肝炎ウイルス（以下「Ｈ

ＣＶ」）に起因する肝硬変（以下「Ｃ型肝硬

変」）の患者を対象とした医師主導治験※を

実施しています。

※医師主導治験：平成１４年７月の薬事法改正によ
り、製薬企業等と同様に医師が自ら治験を企画・
立案し、実施することが可能になりました。この
治験の準備から管理を医師自ら行うことを医師
主導治験といいます。

　Ｃ型肝硬変は、ＨＣＶが原因となって肝細胞が壊され、線維化を生じることにより、肝機能の著しい低下を招きま
す。症状の進行により、黄疸、腹水、食道静脈瘤といった様々な重篤な合併症が生じる不可逆性の難治性疾患です。Ｈ
ＣＶ感染者は、国内では約２００万人と推定され、ウイルスが治療により排除されない場合、かなりの割合で肝硬変
に進展すると考えられています。しかし、症状の進行したＣ型肝硬変に対しては、有効な治療薬が存在せず、Ｃ型肝
硬変に対する新たな治療薬の早期開発が求められています。
　このような中、駒込病院では、公益財団法人東京都医学総合研究所との共同研究において、海外で大腸がんや白血
病などの治療薬として治験実施中のＰＲＩ－７２４という低分子化合物が、Ｃ型肝硬変の線維化を改善させる効果
があることをマウスモデルで確認しました。その結果を受け、日本人のＣ型肝硬変の患者に、ＰＲＩ－７２４を投与
した際の安全性、有効性を確認することを目的に、本治験を実施します。この治験によって、ＰＲＩ－７２４がＣ型
肝硬変の患者への有効な治療薬となることを目指しています。実施期間は平成２８年度までを予定しています。
　治験に参加いただける方を募集しております。詳しくは、駒込病院ホームページをご覧ください。
　（URL  http://www.cick.jp/kanzounaika/ishishudou/）

新しい肝硬変治療薬の開発を目指して
～駒込病院において、Ｃ型肝硬変治療薬の医師主導治験を実施しています～

【Ｃ型肝硬変に至る推移】

【ＰＲＩ－７２４の投与方法】

Ｃ型肝硬変に至る推移】

〇本医師主導治験は、厚生労働省科学研究費補助金（肝炎等克服緊急対策研究事業）（研究代表者：木村公則）により行われています。
〇治験名「Ｃ型肝炎ウイルスに起因する肝硬変患者を対象としたＰＲＩ－７２４の非盲検・用量検討試験（第Ⅰ相）」
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　神経病院では、てんかん専門医を中心に、内科系・外科系の診療科医師が連携を強化することにより患者

さんに最適な治療法を決定し、薬物治療や外科治療による高度なてんかん専門医療を行う「てんかん総合

治療センター」を平成２６年８月１日に開設しました。

　てんかん専門医による専門外来を開設することに加え、脳

神経内科、神経小児科、脳神経外科、神経精神科等の各診療科

医師やコメディカルスタッフが「てんかんボード」（右イメー

ジ図）という「チーム」となって、患者中心の最適な「てんかん

専門医療」を提供します。また、患者のケアの質を向上させる

ため、「てんかん専門看護リーダー」を養成していきます。

　さらに、薬物の服用によっても発作がおさまらない「難治

性てんかん」に対して、神経病院では年間120例を超える豊

富な手術実績があります。側頭葉てんかんに対する切除範囲

を最小限にとどめて発作を抑制する「選択的海馬扁桃体摘出

術」をはじめとし、豊富な手術実績を生かした低侵襲的手術を実施します。

　てんかん総合治療センターは、てんかん専門医を中心として、診療科医師とコメディカルスタッフが協

力し検査・診断から治療方針の決定、てんかんに関する情報提供、心理・社会的問題へのケアに至る総合的

な「てんかん医療」を提供することを目指していきます。

▲英語表示の受付画面

神経病院に「てんかん総合治療センター」を開設しました

 

2020年東京オリンピック・パラリンピック開催を契機として、都立病院では、外国人患者の受入れのための体制整備を進めています。

【広尾病院患者受付装置】
　広尾病院では、外国人の患者さんが多く受診されるた
め、英語での各種案内や領収証などを準備しております。
これに加え、昨年度から、患者受付装置に英語表示の機能
を追加し、外国人の患者さんのスムーズな受付が可能に
なりました。

受付画面で”English”を選択した場合、「受付画面」、
「診察券番号入力画面」、「印刷中画面」が英語表示とな
ります。
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1 日中眠い…

少しでも
薬を減らし
たい…

いつまで薬を飲み
続けるのだろう…

薬を飲んでいる
のに発作が起こ
ってしまう…

〈薬物療法〉 〈外科的治療〉 〈心理・社会的問題へのケア〉
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都立病院栄養科 
ブラジルのスタミナ料理「フェジョアーダ」
（豆と肉の煮込み）で疲労回復

＜栄養量：一人分＞　エネルギー 280cal 　たんぱく質14.7g　 食塩1.4g　

　６～７月のサッカーワールドカップの開催国だったブラジルは、２年
後には夏のオリンピックの開催国でもありますね。残暑の季節に、暑さに
疲れた身体の疲労回復にお勧めの、南国ブラジルを代表するスタミナ料
理を紹介します。
　フェジョアーダとは、ポルトガル語でフェイジャオン（豆）を使った料
理という意味で、「豆と肉や野菜など多くの材料を煮込んで合わせた料
理」をいいます。豚肉とインゲン豆は疲労回復ビタミンといわれるビタミ
ンB1が豊富な食品です。ブラジルでは黒インゲン豆を使いますが、今回は
赤紫色のインゲン豆である金時豆を使って紹介します。
【材料：二人分】
金時豆（乾燥）40ｇ
豚肩肉（1.5㎝角）50ｇ
あらびきソーセージ
　（輪切り１cm幅※できればスパイス等の入ったもの）60ｇ
ベーコン（短冊切7㎜幅）10ｇ（1/2枚）
たまねぎ（さいの目切1㎝角）180ｇ（中玉１個）
にんじん（さいの目切7㎜角）40ｇ（1/4本位）
にんにく（みじん）１片分
植物油　小さじ１杯、　豆の煮汁＋水　200cc
コンソメ顆粒3ｇ、　塩１つまみ程度、　コショウ少々、
ローリエ1枚、　パセリ（みじん） 少々

【作り方】
①　豆は洗って一晩水につけておく。1回煮こぼし、柔らか
くなるまで煮る。煮汁はそのまま水分として使用する。
　※ゆで豆を使用する場合は80ｇを同量の水を加え軽く
　　煮なおす。
②　鍋に油をひいて、にんにくとたまねぎを入れ、たまね
ぎが透き通るまで炒める。
③　②に、ベーコン、ソーセージ、豚肉を入れて炒める。
④　③に、にんじん、①の豆の煮汁と水、ローリエを入れて
中火で１０分くらい煮る。
⑤　④に、①の豆を入れてさらに煮込み、コンソメ顆粒、
塩、コショウで調味する。
⑥　器に盛り付け、上にパセリをふって仕上げる。

病院名／電話番号 所在地 主な医療

〒 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

広尾病院
代表 03-3444-1181
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
予約 03-3303-8379

●救急医療　  ● 災害医療　  ●心臓病医療　  ●脳血管疾患医療　
●島しょ医療　  ●がん医療

  

●周産期医療　  ●小児医療　 　  ●救急医療　  ●がん医療　
●リウマチ・膠原病医療　  ●小児精神医療（外来）　
●障害者（児）医療（合併症医療及び歯科医療）　
●リハビリテーション医療

●がん医療　  ●感染症医療　 ●造血幹細胞移植医療
●エイズ医療　  ●緩和ケア医療

●三次救急医療　  ●周産期医療　  ●精神科救急医療　  ●感染症医療
●がん医療　  ●難病医療（リウマチ・膠原病系、特定内臓系）
●障害者歯科医療　  ●心臓病医療　  ●脳血管疾患医療

●救急医療　  ●精神科救急医療　  ●がん医療　  ●周産期医療（産科部門） 
●

●

●

脳血管疾患医療及び心臓病医療　  ●結核医療　
難病医療（リウマチ・膠原病系、特定内臓系）　  ●精神科身体合併症医療　
造血幹細胞移植医療　  ●障害者歯科医療　  ●キャリーオーバー医療（移行医療）　

●神経難病医療（脳神経系疾患、特に神経難病・筋疾患）
●在宅難病医療　  ●一般神経疾患医療
　

●小児専門医療　  ●小児救急医療　  ●小児精神医療　
●周産期医療（新生児部門）　  ●小児結核医療
●小児難病医療　  ●障害児歯科医療　  ●思春期医療　
●発達障害医療　  ●キャリーオーバー医療（移行医療）

●精神科急性期医療　  ●精神科救急医療　  ●精神科身体合併症医療　　
●精神科特殊医療（依存症、医療観察法等）
●精神障害者歯科医療　  ●認知症医療


