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都 病 り立 院 よだ 49
第

号
平成２８年１２月発行

一類感染症患者受入れ訓練を行いました

平成２８年1年 0月0月20200日（日（日（（木曜木曜木曜木曜日）日）日）日）、第、第、第、第一種一種一種一種感染感染感染感染症指症指症指症指指定医定医定医定医定医定医療機療機療療機療機療機関と関と関と関と関ととなっななっなっなっっっていていていていていている駒る駒る駒る駒駒駒駒込病込病込病込病病込込病院で院で院で院院で院で、文、文文、文、文京区京区区京区京区区京京 保健保健保健保健保保健健健所と所と所所と所と所所

連連連連携し携しし携して、て、て、て、一類一類一類一類感染感染感染感染症患症患症患症患者受者受者受者受者受受入れ入れ入れれ入れ入 訓練訓練訓練訓練訓練訓練を実を実を実を実を実を実を実施し施し施し施し施ししましましましましましましした。た。た。たたた。た。

訓練訓練訓練訓練練の想の想の想の想想定は定は定は定は定は定 、「、「「、「文京文京文京文京文京文京区在区在区在区在区在区在在住の住の住住の住の住の住の臨床臨床臨床臨床臨床臨臨 検査検査検査検査査検検査技師技技師技師師技師技師（男（男（男（男男男性）性）性）性性）性性）がリがリがリががリリが ベリベリベリベリベベリアのアのアのアのアのアのの医療医療療医療医療医療療センセンセンセンセンンンタータータータターターーで医で医で医で医で医で医医で 療支療支療療支支療支支援を援を援を援を援を援を援援 行い行い行い行い行い帰国帰国帰国帰帰帰国国国国し、し、し、し

5日5日5日5日5日日後に後に後に後に後に後 発熱発熱発熱発熱発熱発熱したしたしたしたたたした。本。本。本本。本本本人が人人が人が人が人が人 文京文京文京京京文京区保区保区保区保保保区保健所健所健所健所健所健所に電に電に電に電にに 話連話連話連話連話連話話 絡を絡を絡をを行い行い行いい行い、保、保保保保健所健所健所所健所はエはエはエはエは ボボラボラボラボボ 出血出血出血出血出出 熱疑熱疑熱疑熱疑似症似症似症似似症似 の届の届の届の届出要出要出要出要要要要件を件を件を件を

満満満満満満満たしたしたしたしたしたししていていていていていてているとるとるととるとるるとると判断判断判断判断判断判断判断判 し、し、し、しし 駒込駒込込駒込駒込駒込駒込病院病院病院病院病院病院病院へ診へ診へへ診へ診へ診へ診へ診へ診療依療依療依療依依療依療依療 頼が頼が頼が頼が頼がが頼頼 あっあっあっあっあっあっあっあった。た。た。た。た。たた 」と」とと」とと」ととするするするするするすするものものものもものものも ですですですですでですです。。。。

当日当日当日当日当日当日当 は、は、はははは、保健保健保健保健保健保健保健所か所か所か所かか所か所からのらのらのららのらら 電話電話電話電話電話話電話連絡連絡連絡連絡絡絡絡連 をスをスをスをスを ターターーターータ トにトにトトにトにトに、院、院院、院院院内の内の内内の内の内の電話電話電話電話電話電 連絡連連絡連絡連連絡絡訓練訓練訓練訓練訓練訓練訓 、ア、ア、ア、アイソイソイソイソイソイイ レーレーレーレーレレーーターターターターターターによによによによによよよる一る一るる一る一る一類感類感類感類感類感類感感感感感染症染症染症染症染症染症染

専専専専専用入用入入用入用入用入口か口か口口か口かから病ら病ら病ら病ら病病ら病棟へ棟へ棟へ棟へ棟棟 の患の患の患の患の患のの 者搬者搬者搬者搬搬者搬入、入、入、入入 一類一類一類類一類一 対応対応応対応対応用の用の用のの用の用ののPPPPPPPPPE（E（E（E（（個人個人個人個人個人個 防護防護防護護防護護具）具）具）具）具）を着を着を着を着着着た状た状た状た状た状態で態で態で態で態で態で採血採血採血採血採血やオやオやオやオやオや ムツムツムツムツムツ交換交換交換交換交換のののののの訓の訓の訓の訓訓練練練練練

に取に取取に取に取に取り組り組り組り組組り みまみまみまみまみまみまましたしたしたしたしたした。。。

都立都立都立都立都都立病院病院病院病院病院病 ではではではではで 、今、今今、今今、 回の回の回の回の回 訓練訓練訓練訓練訓練訓 で見で見で見で見見で見えたえたえたえたえた課題課題課題課題課題題を整を整を整を整を整理し理し理し理ししつつつつつつつつつつ、今、今、今、今今後発後発後発後発後発生す生す生す生す生する一る一る一る一る一類感類感類感類感類感染症染症染症染症染症患者患者患者患者患者の受の受の受の受の受入要入要入要入要入要請に請に請に請に請に備備備備備備え備え備え備え備え、、、、、

万全万全万全万全万全の受の受の受の受の受の 入体入体入体入体体制を制を制を制を制を整え整え整え整え整えていていていていていきまきまきまきまきます。す。す。す。す。

ホームページキャラクター
「とびーくん」

病院経営本部のホームページでは、
各都立病院のホームページ新着情
報をお知らせしています。トップペー
ジの「都立病院の新着情報まとめ」
でご覧ください！
------------------ U R L ------------------ 
http://www.byouin.metro.tokyo.jp/
-------------------------------------------
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都立病院多言語対応の取組
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。

【病院経営本部公式ホームページに中国語・韓国語ページを開設】
平成２８年１２月、病院経営本部公式ホームページに中国語・韓国語ページを開設しました。スマートフフォン

をはじめとするタブレット端末にも対応し、都立病院の役割や都立８病院の主な医療、紹介予約制、東京をはじめとするタブレット端末にも対応し、都立病院の ER、

患者の権利章典などについて紹介しています。

【【【中中国語版及び
　　韓国語版リーフレットを発行】
また、ホームページの開設と合わせて中国語版及び韓国語韓国語

版ローフレットを発行しました。リーフレットは病院経営営本部

及び各都立病院において配布するとともに、ホームペページ

からダウンロードすることもできます。

病院経営本部では、どなたにも安心・安全な医療をごご提供提供

するために、今後も多言語対応に取に取り組り組み、み、み、これこれこれれからからからからももももも積も積も積も積極極極極

的に情報発信していきいきますます。是是。是。是非ご非ご非ご非ご活用活用活用活用くだくだくだくださいさいさいさいいさ 。。。

病院経営本部 中国語版トップページ
http://www.byouin.metro.tokyo.jp/chinese/

病院経営本部 韓国語版トップページ
http://www.byouin.metro.tokyo.jp/korean/

プページ
yo.jp/korean/

中国語版

韓国語版

▲「府中けやき並木専門店街」出典展示及び風船配布

ホスピス緩和ケア週間の取組
１０月１０月の第１の第１土曜日土曜日を「世を「世界ホス界ホスピス緩ピス緩和デ和デー」とし」とし 世界、世界各国の各国のホスピホスピス緩和ス緩和ケアケア

関関連施設連施設や団体や団体が 様が、様々なイ々なイベントベントを行を行っていまています 都す。都立病院立病院でもでも、毎年１毎年１０月に０月に緩和ケ緩和ケアア

の普及の普及 啓発・啓発の取組の取組を各病を各病院で行院で行 ていっていますます。その取その取組に組についてごいてご紹介し紹介しますます。

＜多摩総合医療センター＞

多摩総多摩総合医療合医療センタセンターではではオレンオレンジバルジバルーンプンプロジェロジェクトとクトとして、して、様々な様々な緩和ケ緩和ケアア

普普及啓発及啓発活動を活動を行って行っていますいます ２０。２０１４年１４年まではまでは病院ホ病院ホスピタスピタルモルモールで出ルで出展展示展展示をを

行行ってお まおりま たがしたが、２０ 年１５年からから開催場所催場所を屋外を屋外 移に移し 京、京王線府中線府中 前駅前の「府中「府中

けやき並木専門店街」で行っています。

企画は、出展展示だけでなく、アトラクションや風船・制作物の配布を実施しており

ますます。今後も今後もイベイベント等をト等を通通じて 緩和、緩和ケケアの啓発啓発に取 組取り組んんでい ますきます。

▲ 紹介予約制システム
（韓国語版）

▼東京ERの診療体制（韓国語版）
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病院では、医師、看
護師をはじめ、診療

を支援する部門の

スタッフが連携して
、患者さんの診療・

治療が進められて

います。都立病院で
働く主なコメディカ

ルの業務内容をご

紹介します。

都立病院コメディカ
ル部門のご紹介

◆

▲デイケアの入口（松沢病院） ▲精神科作業療法の作品の一例

▲身体障害部門の訓練室（松沢病院）

リハビリテーション部門は、患者さんの機能障害の改善や、日常生活における動作能力を向上させるための訓練

などを行い、患者さんがよりよい社会生活を送るためのお手伝いをしています。

都立病院におけるリハビリテーションの内容について、全5回連載いたします。第2回目は精神疾患を持つ患者さん

のリハビリテーションをご紹介します。

第２回　精神疾患を持つ患者さんのリハビリテーション

松沢病院リハビリテーション科は、統合失調症や躁うつ病、依存症、認知症など様々な精神疾患を持つ患者さんの

リハビリテーションに幅広く対応しており、精神科作業療法部門、デイケア部門及び身体障害部門の３つの部門で構成

されています。　

精神科作業療法部門では、入院早期から退院まで、患者さんの回復段階や様々な疾患の特性に合わせて、継続的

にリハビリを行っています。例えば、入院患者さんに創作・絵画・パソコン・レクリエーションなどの多様な活動を提供

したり、生活の自立のため、簡単な調理などの指導を行ったり、生活リズムの獲得・体力や作業能力の回復・対人

関係の改善などを目指しています。

デイケア部門では、当院退院後、地域で暮らす患者さんに日中来院していただき、様々な活動を通じて回復を促して

いきます。退院直後は、すぐに仕事や学業を始めるのは負荷が重すぎることがあります。そのため、デイケアで少しず

つ体力をつけ、生活のリズムを整えることが大切です。就労、復学、地域生活の維持など、それぞれの目標に応じて

医師、看護師、臨床心理士、作業療法士及び精神保健福祉士等の多職種のスタッフで支援していきます。

身体障害部門では、内科・整形外科・脳外科等の治療に併せて、身体機能の改善を目的とした訓練をベッドサイドや

訓練室で行っています。精神疾患を持つ患者さんに対し適切な身体的リハビリテーションを年間25,０００回を超える

規模で提供している医療機関は限られているなか、松沢病院は精神疾患の特性を踏まえた専門的な対応を行っています。

これからも、他の医療スタッフと連携しながら、精神疾患を持つ患者さんに適切なリハビリテーションを提供してま

いります。

第七回 リハビリテーション部門門 2



都立病院一覧 平成２８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

◆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/

発行  平成28年12月 東京都病院経営本部経営企画部総務課文書広報担当 登録番号（28）33
〒163-8001　東京都新宿区西新宿2-8-1　第一本庁舎　29階南側　

（平成２９年１月３０日（月）から第一本庁舎２４階南側へ移転します。）
電話番号　03-5320-5812　ファクシミリ　03-5388-1435
URL http://www.byouin.metro.tokyo.jp/　E-mail S0000566@section.metro.tokyo.jp

病院名／電話番号 所在地 主な医療

都立病院一覧 平成２８年１２月１

病院名／電話番号 所在地 主な医療
日現在

かわいい子にはインフルエンザワクチン接種を
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ここに注目！
　今年もインフルエンザが流行する季節になりました。
　インフルエンザについて、大塚病院の木実谷医員に伺いました。

大塚病院小児科　木実谷 医員　　
　朝晩肌寒く感じられるようになりました。皆様、お子様のインフルエンザ対策は万全でしょうか？

　インフルエンザ対策の主役はワクチンです。最近の複数の小児医療機関での調査から、「ワクチン

接種を受けずにインフルエンザを発症した10人のうち、もしワクチンを接種していたら5人は発症

せずに済んでいた可能性がある。」ことがわかっています。我が国では、死亡率30％という恐ろしい

インフルエンザ脳症に毎年約60～300人がなっており、その8割程度が小児です。ワクチンで脳症

発症が予防できるかどうか証明はされていませんが、そもそもインフルエンザにならなければイン

フルエンザ脳症にはなりません。

　子どもたちへのインフルエンザ予防接種には、インフルエンザにかかると重症化するおとなた

ちを守る働きもあります。我が国では、インフルエンザワクチン学校集団接種が中止された後、高齢

者のインフルエンザによる死亡者数が増加しています。

　インフルエンザワクチンは、その有効性を私たちが実感することは難しいものの、小児におい

ては一定の効果があることは明らかです。インフルエンザワクチン未接種のお子様には、ぜひ

ワクチン接種をお考えください。

かか接

き　み　や
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