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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。
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尾病院で
総合防災訓練を
実施しました。広

平成30年9月3日（月）、広尾病院で総合防災訓練を実施し

ました。

平日日中に首都直下地震が発生したという想定で、災害対

策本部の立上げ・運営訓練、各部署での被害状況報告及び

業務圧縮訓練、多数傷病者受入れ訓練、区西南部医療対策

拠点通信訓練などを同時並行で実施しました。

特に多数傷病者受入れ訓練については、より現実的な受入

れ方法を実践するため、傷病者数の増加に伴って院内の応援

職員を増員し、段階的に診療エリアを拡大するという初めて

の試みを行いました。発災時に、より円滑に患者さんを受け入

れられるよう、この訓練の成果を生かしていきたいと考えて

います。

基幹災害拠点病院である広尾病院では、毎年このように

実践的な訓練を行って自院の災害対応能力を向上させていく

とともに、他の災害拠点病院の見本となり、東京都全体の

災害医療体制の充実に貢献していくことを目指していきます。

多数傷病者受入れ訓練（ERで診療エリア拡大の検討） 多数傷病者受入れ訓練（診療エリアの拡大後の様子）

災害対策本部で情報収集・分析を行う訓練

もに、他の災害拠点病院

医療療体制の充実に貢献し

害対対
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対策策対策策
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体のの

ます。 害対策本部で情災害
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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

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
10月10日（水）　10時から14時まで　
墨東病院　1階ロビー がん相談支援センター
10時から13時まで　個別相談、体験コーナー　　

●オレンジバルーンプロジェクトin墨東
　公開講座「緩和ケア病棟説明会」
10月10日（水）　13時から14時まで
墨東病院　14階A講堂　がん相談支援センター

墨東病院

●知らなきゃ損する！胃がん・大腸がんに対する検査・治療
10月３日（水）　13時から14時30分まで　すみだリバーサイドホール　サービス向上委員会 申込不要・当日は直接会場へ

●あなたは運転大丈夫？～認知症と運転免許について～
10月６日（土）　13時30分から15時まで　墨東病院14階A講堂　サービス向上委員会　　申込不要・当日は直接会場へ

●あなたの大事な心臓を長持ちさせるために
11月３０日（金）　13時４５分から14時４５分まで　すみだ産業会館　サービス向上委員会

小児総合医療センター

●これだけは知っておきたい！糖尿病教室 ●ロコモティブシンドロームと体操
　～ロコモにならないために～10月13日（土） 　11時から12時30分まで　

本館診療棟２階大会議室　（申込不要） 11月10日（土）　1１時から1２時30分まで
本館診療棟２階大会議室　（申込不要）

※上記の予定は、今後変更になる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

●こどもの病気と成長の知識（仮）
　「小児の鼠径ヘルニア･臍ヘルニア」「症例から学ぶ成長障害と肥満の子ども」
11月10日（土）　13時から15時まで　都立小児総合医療センター 　１階講堂フォレスト
☎042-300-5111(代)　内線3195（医療連携）先着150名 （託児については要予約＊先着20名）

塚病院で『ブラック・ジャック セミナー』が
開催されました。大大大

8月25日土曜日、大塚病院で『ブラック・ジャック セミナ

ー』が開催されました。

『ブラック・ジャック セミナー』は、医師の仕事を青少年に

実体験を通じてより良く理解していただき、将来医療に携わ

るきっかけになっていただきたいという願いのもと、大塚病

院とジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社との共催で

2016年から毎年開催されている手術体験セミナーです。

小学4年生から6年生の児童20名が、①縫合結紮体験、

②救命救急AED体験、③口腔ケア・研磨体験、④腹腔鏡手

術・鉗子操作体験、⑤超音波メス・血管処理体験、という5つのブースを20分ずつ回り、実際の手術器械を用

いて外科の手術や手技のシミュレーションを体験しました。各ブースには約20名の外科系医師がほぼマン

ツーマンで児童一人ひとりの手を取り、真剣な表情の児童たちに熱い指導を繰り広げました。

まったく未経験なはずの児童たちが、あっという間に外科の結紮法を身に付け、腹腔鏡の鉗子を器用に

操作してしまうのを見て、児童たちの高い吸収力を感じました。

休憩タイムには、手塚プロダクションによるブラック・ジャック セミナーのためのオリジナルアニメ『外科

医の1日』鑑賞や外科医への質問コーナーを設け、大いに盛り上がりました。

10数年後くらいでしょうか、『大塚病院のブラック・ジャック セミナーに参加しました！』って言ってくれる

新人外科医に出会えることを楽しみにしています。
大塚病院外科部長 吉村 哲規

大

けっさつ

けっさつ
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‒都立病院
のご紹介

①‒

‒都立病院
のご紹介

①‒

都立多摩総
合

医療センタ
ー

　東京都府中市に位置する都立多摩総合医療センターは、平成22年3月に旧府中病院から全面

移転しました。現在は小児総合医療センターと同じ建物に開設されています。以前の「都立府中

病院」の名前を懐かしく思う方も多いのではないでしょうか。

　当院は多摩地域の中核病院として、救急医療、がん医療などの総合診療基盤に支えられた高度

専門医療を提供しています。

　「救急医療」においては、「東京ＥＲ・多摩（総合）」を持ち、24時間365日、多摩地域の救急医療に

対応しており、軽症者から重症者まで、様々な症状の救急患者さんに対応しています。今夏は熱中

症で体調を崩された患者さんの治療を多く行いました。

　「がん治療」においては、５大がんを中心にほぼ全ての臓器のがんに対して、手術、化学療法、放射

線療法によるがん治療を行っています。また、昨年度、最新鋭の手術支援ロボット「ダ・ヴィンチ」を

導入し、より患者さんの体に負担の少ない手術を実施しています。

　多摩総合医療センターでは医師、看護師、医療スタッフが一丸となって患者さんの治療にあたっ

ております。また、地域の医療機関との連携も密に行い、今後も多摩地域400万人の健康に貢献し

ていけるよう取り組んで参ります。

病院の外観。高層階の病棟からは、天気のいい日にはス
カイツリーも見ることができます。

東京ERの受付。24時間365日、救急患者さんに対応を
しております。

手術支援ロボット「ダ・ヴィンチ」のアーム。手前
にある100円玉との比較でそのサイズがわかり
ます。この小ささが患者さんの身体への負担を最小
限に抑える低侵襲の手術を実現可能にしています。

ていけるよう

大大
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かりやすい
抗がん剤治療
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都 立 病 院 一 覧 平成30年9月1日現在

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

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

tokyo.jp

◆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）
【URL】http://twitter.com/toritsubyouin/

わ
　「がん」は、私たちの体の細胞から生まれる病気です。何かの拍子で、遺伝
子が傷つくことによって、「がん」が生まれます。実は、私たちの体では、しょっ
ちゅうがん細胞が生まれているのですが、免疫が働いて治してくれていま
す。しかし、免疫が働かず放置されたままになると、大きくなって腫瘍になり、

血管などに入り込んで全身に広がると「転移」が起こります。
　手術や放射線は、治療できる範囲に限りがあるため、全身に転移したがんは、薬での治療となります。いわゆる抗がん剤で
す。昔からある多くの抗がん剤は、がん細胞も正常の細胞も区別せず働いてしまうため、脱毛や粘膜障害などの副作用に患者
さんは苦しむことになりました。
　がん細胞だけを狙い撃ちすることが出来れば、理想の抗がん剤ですが、近年、そうした「分子標的薬」が治療に使われるよう
になってきています。さらに、ここ数年、自分の免疫の働きを利用してがんを治療する「免疫チェックポイント阻害剤」という薬が
登場しました。この薬は、もともと自分が持っている免疫の働きを利用しているので、副作用が少ないことが特徴です。ただ、全
てのがんに使えるわけではなく、適応も限られています。また、効果が長期間持続する人もいますが、効果が認められる人は3
人に1人以下とも言われています。「副作用が少ない」と言いましたが、免疫が暴走して、自分の健全な細胞を攻撃してしまう危
険性もある薬です。まれですが、これが起きると、自分の肺を攻撃して間質性肺炎を、膵臓を攻撃して重症の糖尿病を発症する
などといった副作用が報告されています。これらの副作用は予測することが出来ないため、早期発見、早期治療を行える施設
で治療を受けることが大切となります。
　抗がん剤の進歩によって、点滴治療も外来で行えるようになりました。患者さんの価値観がそれぞれ異なるように、治療法も
一つではありません。日常生活を大事にしながら自分らしく生きるために、その人にとって一番大切なものは何かをお聞きし
て、相談しながら行うのが、腫瘍内科の薬物治療です。

す。昔からある多くの抗がん剤は、がん細胞も正常の細細細細
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　手術や放射線は、治療できる範囲に限りがあるため、あるるるためあるあるるるるためるため
す。昔からある多くの抗がん剤は、がん細胞も正常の細細の細細細の細の細

ここに…

血管などに入り込んで全身に広がると「転移」が起移移」が移移移」移」が

都立駒込病院
腫瘍内科医長・通院治療センター長

がん薬物療法専門医
下山　達

治療
都立駒込病院
治療センター長
物療法専門医

下山　達
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