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ホームページ
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公式ホームページの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。

墨東病院は、平成３０年９月１０日、１１日の二日間にわたり、一般財

団法人日本医療教育財団による「外国人患者受入れ医療機関認証制

度（Japan Medical Service Accreditation for International 

Patients、通称JMIP）」の訪問調査を受審し、１０月３日付で認証を

取得しました。本認証制度は、多言語による診療案内や、異文化・宗教

に配慮した対応など、外国人患者の円滑な受入れ体制を評価するもの

で、このJMIPの取得は、都立病院では広尾病院に続いて２番目のこと

となります。

もともと墨東病院の所在する地域は、中国、韓国、インドなどの国籍

を中心に在留外国人が比較的多く、来院される外国人患者に各部門

で個別に対応していました。平成２８年１２月にＪＭＩＰ受審の方針を

決定してから、ワーキンググループや国際化対策室を立ち上げ、外国

人患者の受入れについて病院全体で連携して取組を進めてきました。

具体的には、全ての職種の基本的な対応手順をまとめた外国人対応マ

ニュアルの整備や、多言語の院内掲示、同意書等の翻訳、外国人患者

を想定した避難訓練・院内研修を実施しました。また、日本語で対応で

きない患者には、タブレット端末を導入し、映像通訳サービス「みえる

通訳」や音声翻訳サービス「VoiceTra」を活用して対応しています。

今回の認証取得により、墨東病院の外国人患者受入れ体制が評価

されたことを一つのステップとし、「外国人患者が日本人患者と同様

に、安心して医療が受けられる病院」を目指してこれからも努力して参

ります。

外国人に優しい医療機関に
（JMIPの認証について）
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小児総合医療センターは平成２５年２月に厚生労働省から「小児がん拠点病院」に

指定され、都内における小児がん医療連携体制を検討・構築する「東京都小児

がん診療連携協議会」の事務局として、協議会をはじめ、各専門部会、症例検討

会等の開催に対応しています。

このたび、東京都小児がん診療連携協議主催による、市民公開講座「子どもの

がんを考える」を１１月３日（土・祝）に新宿ＮＳビル３０階（ＮＳスカイカンファレンス）

において、開催いたしました。

小児総合医療センターの廣部院長の挨拶から始まり、今回は小児がんの基礎知
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去る10月6日（土）に「ピンクリボンフェスタ～乳がん検診を受けましょう～

ｉｎ多摩総合医療センター」を開催しました。

今年で2回目の開催となるピンクリボン月間のイベントは、近隣に住んで

いる女性向けに、乳がんの理解と自己検診法、乳がん検診等を知ってもらう

ための取組です。

今年度は外来通院患者やその家族が気軽に立ち寄っていただけるように、

土曜日午前中に開催し、天候にも恵まれ59名の参加がありました。また、

東京都がん検診センターの方々、院内の職員ボランティアにもご協力をいた

だきました。

会場をピンクリボンの公式キャラクター「モモ」とピンクを基調としたリボ

ン・ハート・フラッグガーランドで飾りつけて、啓発のための資料展示やリーフ

レットの配布を行いました。また希望者の方には自己検診モデルを使用した

検診体験や乳がん検診車でのマンモグラフィー撮影体験をして頂きました。

日本では年間９万人の女性が新たに乳がんと診断されており、30歳から

64歳までの女性死亡原因のトップです。近年の著名人の乳がんの罹患・死亡

の報道を受け、乳がんに対する関心は高まっていますが、厚生労働省が40歳

以上の女性に対して推奨している「2年に1度」の検診受診率は全国平均

36.9％（2016年）であり、目標にしている50％には至っておりません。イベ

ントに参加された方からは「近年乳がんになる確率が高まってきて、身近に

なっていることがよくわかりました」、「以前より乳がんを身近に捉えられる意

識になった。怖がらず検診を受けてみようと思った」などの意見がありました。

当院は地域がん診療連携拠点病院として地域の方々にがん医療を普及して

いく使命があります。今後もさらに、啓蒙活動に取り組んでいきたいと思います。
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識や患者さんを支える取組・活動について、先生方に御講

演をいただきました。また、講演後には、普段病院で難病と

闘っている子供向けに演奏活動を行っている団体による

コンサートも行われました。当日は７５名の方にご参加を

いただき、心より感謝を申し上げます。

これからも、小児がん患者、ご家族及び関係者の方々へ、

速やかに適切な医療情報を提供する場として、役立てる

ように努力して参りますのでよろしくお願いいたします。

‒都立病院
のご紹介

②‒

‒都立病院
のご紹介

②‒

都立広尾病
院

▲病院外観（ER側）
ERでは24時間365日、軽症から重症まで様々な症状の
救急患者さんに対応しています。

◀不整脈疾患のカテーテルアブレ
ーション治療
足の付け根などの太い血管からカ
テーテルを入れて、心臓内部の不
整脈の原因となっている部分を高
周波電流で焼き切る治療法です。
心臓の拍動リズムに異常を来して
脈拍数が多くなる、「頻脈性不整脈」
という病気に対して行われます。

◀リニューアルしたER・救命救急
センター
ER・救命救急センターの改修が、
約1年半の工事期間を経て2018
年3月に完了しました。救命救急セ
ンターのワンフロア―化、初療室の
拡張など、以前よりER機能が強化
しています。

▲JMIP認証取得
2018年3月、都立病院と
しては初めて「外国人患者
受入れ医療機関認証制度
（JMIP）」の認証を取得し
ました。

都立広尾病院は東京都渋谷区恵比寿に位置し、明治28年の開院以来、

時代のニーズに応えながら地域医療の中核病院として発展してきました。

救急・災害・島しょ医療においてセンター的医療機能を担うほか、心臓病医療、脳血管疾患医療を重点医療と位置付け、高度で

専門的な医療も提供しています。

心臓病・脳血管疾患医療については、2018年4月に「血管内治療センター」を新たに開設し、血管に関わる様々な疾患に対し

て、循環器科や心臓血管外科など複数の診療科による連携の下、患者さんにとって負担の少ない「血管内治療」を提供しています。

さらに、オリンピック・パラリンピック競技大会を2年後に控え、国際化対応にも力を入れています。通訳サービスの提供、院内

表示やホームページの多言語化などを通じて、外国人を含むあらゆる患者さんから選ばれる病院を目指しています。

今後も、地域医療機関と連携しながら、「一人でも多くの患者さんに、安心・安全・良質の医療を提供する」という運営理念の実

践を職員一丸となって推し進めて参ります。

▲病院外観（ER側）
ERでは24時間365日、軽症から重症まで様々な症状の
救急患者さんに対応しています。

院以来、院以

ました。ました。

御講

病と

よる

加を

々へ、

てる

▲講演の様子

今後も、地域

践を職員一丸と

と連携しながら、「一人でも

し進めて参ります。

当当 12月12日（水）の回では血管内治療セン

ター長の深水医師（循環器科医長）が、

「本当はとても身近な不整脈のはなし」

と題して、脈拍の測り方から心房細動の症状、早期発見のコツまで、

わかりやすく解説しました。180名と大変多くの方にご来場いただき、

大盛況、大好評のうちに終わりました。

　今後も、都民の皆様の興味・関心に沿ったテーマで講座を開催す

る予定です。たくさんの方のご来場をお待ちしています。

院では定期的に
都民公開講座を
開催しています。当当

▲都民公開講座の様子
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松沢病院リハビリテーション科　身障部門理学療法士

平川久美・宮下城人

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～

都 立 病 院 一 覧 平成30年12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
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◆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/

ここに… 墨墨ロロロ
松沢病院では、１１月１０日（土曜日）に平成３０年度第６回松沢病院公開講座を開催しました。

「ロコモ」という言葉を近年よく耳にしますが、皆さんはご存知でしょうか。「ロコモ（＝ロコモティブシンドローム〔運動器

症候群〕）」とは、「運動器の障害によって移動機能が低下をきたした状態」、つまり、「関節や骨、筋肉などの衰えによって、

立ち歩きが不自由になる状態」を指します。講義前半では、ロコモとはそもそも何か、ロコモになってしまう原因と予防法、

ロコモ度チェックテストなどについてお話しし、講義後半では、予防法の一つである、ロコモーショントレーニング（ロコトレ）の

実技を実施しました。ロコトレ中、来場者の皆さんには、講師の

実技を見ながら、自身の椅子を支えとして、首・肩・脚を曲げ伸ばし

したり、回したり、つま先立ちをしたり、スクワットをしたりと、各自の

できる範囲でトレーニングを行っていただきました。

※松沢病院では、平成３１年２月２日（土曜日）に骨粗鬆症、３月９日

（土曜日）に認知症をテーマに公開講座を開催いたします。

詳細等は、当院ホームページ内イベント開催情報ページでご案内い

たします。皆様のご参加をお待ちしております。
▲ロコトレの様子


