
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。
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養成講座を開催しました！

okyo

超高齢社会を迎えた東京において、誰もがいき

いきと暮らし続ける健康長寿社会を実現する

ためには、一人ひとりが、正しい知識に基づき、

疾病の予防や健康づくり等に積極的に取り組むと

ともに、地域の方々で支え合うことが重要です。

東京都病院経営本部では、こうした健康長寿

社会の実現に寄与するため、知っておくべき

病気の予防や医療、健康づくりについて、日々、

患者と向き合う都立病院の医師等がわかりやす

く解説する「Tokyoヘルスケアサポーター養成

講座」を新たに開始しました。

平成31年１月26日（土曜日）、第１回目となる

講座を新宿区内で開催し、846名の方々に受講

いただきました。今回、定員を大幅に上回るお申

込みをいただいたことから、予定していた会場の

他に別会場を新たに設け、同日に２会場での

開催となりました。

本講座は、来年度も開催を予定しています。ア

ンケートの結果等を踏まえ、更なる展開を図っ

ていきますので、今回受講されなかった方も是

非ご検討ください。詳細が決まりましたら、病院

経営本部ホームページやツイッター等でお知ら

せいたします。

Tokyoヘルスケアサポーター養成講座 プログラム
「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」

「生活習慣病の予防と健康づくり」

「フレイルにならず健康に生きる」
「地域で安心して医療を受けるために」

講師：駒込病院　院長　鳶巣賢一
講師：松沢病院　精神科医長　大島健一

　　　　　　精神看護専門看護師　石川博康
講師：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
講師：墨東病院　リハビリテーション科　医員　橋本弦太郎
講師：墨東病院　院長　上田哲郎
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平成３１年３月、病院経営本部公式ホームページをリニューアルし、

内容の充実を図るとともにサイトのデザインを一新しました。今回

リニューアルした内容の一部をご紹介します。

病院経営本部は「都立病院だより」のほか、リニューアルしたホーム

ページやツイッター等により、都民や医療関係者の皆様が都立病院

についてお知りになりたい情報を積極的に発信して参ります。

1
災害・緊急時情報など、閲覧する方にとっ
て重要な情報を発信します。

重要なお知らせ エリア

2018年3月に策定した、「都立病院新改
革実行プラン2018」を分かりやすくご
説明します。

「都立病院新改革
実行プラン２０１８」特設ページ

2

新着ニュースを表示するエリアです。
ニュースは、「報道発表」「お知らせ」「採
用情報」「イベント情報」など色分けした
ラベルにより、必要な情報を見やすく分
かりやすくお届けします。

新着情報 エリア3

スライドになっており、左右ボタンで他
の病院の情報を確認できます。
「詳細はこちら」をクリックすると各病院
を紹介する個別ページを、
「病院ＨＰはこちら」をクリックすると
病院別サイトをご覧になれます。

都立病院紹介 エリア

報など、閲覧する方方にとっ
発信します。

お知らせ エリア

策定した、「都立病病院新改
018」を分かりややすくご

院新改革
ン２０１８」特設設ページジジジジジジジジジジジジジジジジジジジ

を表示するエリアアです。
道発表」「お知らせせ」「採
ント情報」など色分分けした
必要な情報を見ややすく分
けします。

報 エリアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア

ており、左右ボタタンで他
確認できます。

院紹介 エリアアアアアアアアアアアアアアア

病院経営本部が発信したツイートの内容
をひと目で確認できるようになりました。

ツイッター表示 エリア4

5

「詳細はこちら」

「病院ＨＰはこちら」

1
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病院経営本部ホームページ
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▲ＨＡＬ実施場面（被写体職員）

都立神経病院は、昭和５５年7月に神経・筋疾患、特に神経・筋難病の専門病

院として開設しました。開設以来、高度な診断・検査を実施していますが、多摩地

域の医療環境の変化や、多摩メディカル・キャンパスを取り巻く課題のほか、

施設の老朽化へ対応するため、「難病医療センター（仮称）」の整備を軸として

多摩キャンパスを再構築することが公表されています。（「多摩メディカル・キャ

ンパス基本構想」（平成３０年１月策定））

「難病医療センター（仮称）」では、難病医療の拠点として検査・診断から治療、

地域での療養支援に至る総合的な難病医療を提供するほか、重点医療課題とし

てリハビリテーション医療を提供することとしています。

リハビリテーション医療では、高度で先進的なリハビリ治療を取り入れて患者

さんに提供していきますが、特に、平成30年10月からは、ロボットスーツＨＡＬ®

（医療用下肢タイプ）を使用したリハビリの試行実施を開始しています。ロボットスーツＨＡＬ®は、人が身体を動かそうとすると

きに体表から発生する生体電位信号を読み取り、不足した力や正常な動きを補助する医療機器で、動作を再学習し歩行機能

などを改善することを目的としています。平成31年度からの本格実施に向け、スタッフが一丸となって取り組んでいます。

また、神経病院では、ご自宅で療養されている患者さんへの在宅難病医療を、病院開設以来、実施しています。患者さん

が在宅療養生活をしながら身近な医療機関で治療を継続できるよう、地域の訪問看護ステーション、医師会等関係機関と連携

した総合的な支援を実施しています。

なお、神経病院は入院専門病院ですので、外来を受診される場合は、成人は同じ敷地内にある「多摩総合医療センター」、

小児は「小児総合医療センター」の外来予約センターまで、お電話にてご予約をお願いいたします。

「難病医療センター（仮称）」の整備に向けて、今後も、職員一丸となって「あらゆる脳神経系疾患、特に神経・筋難病に対する

高度、専門、脳神経系の総合医療を広く都民に提供する」という運営理念の実践を推し進めて参ります。
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どもに多い
耳鼻科の病気

都 立 病 院 一 覧 平成30年４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/

ここに…

発行  平成31年３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（30）45
〒163-8001　東京都新宿区西新宿2-8-1　第一本庁舎　24階南側

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

T子子子
大塚病院（耳鼻咽喉科）　井出 里香

中耳炎は子どもに多い耳の病気ですが、耳の痛みや発熱を伴う急性中耳炎と難聴のみの滲出性中耳炎があります。

滲出性中耳炎は聞こえが悪いだけなので、周りの人が気付いてあげることが大切です。その他にも難聴をきたす病気は

ありますが、難聴を見逃すと言語発達の遅れ、聴能の発達の遅れ、コミュニケーション障害、情緒障害などの影響が出て

きます。聞き返しが多い、返事をしないなどの症状があれば難聴の有無を調べてもらう必要があります。

鼻の病気では、アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎があります。子どものアレルギー性鼻炎の場合はハウスダスト、ダニな

ど通年性が多く、低年齢で発症して自然寛解しにくく、他のアレルギー疾患（喘息など）が合併する可能性があるため、内

服、点鼻などの対症療法から治癒が期待できる舌下免疫療法（スギ、ダニ）も行われています。副鼻腔の発育が未熟で、

アデノイド（咽頭扁桃）による鼻の換気障害により副鼻腔炎の合併が多いのも特徴です。

のどの病気では小児にも睡眠時無呼吸症候群が見られます。成人と異なり、子どもの場合はアデノイド肥大、口蓋扁

桃肥大による閉塞性無呼吸が多いため、手術治療が優先（改善率75-100%)されます。いびき、無呼吸の他にも、学習

意欲・集中力の低下、居眠り、落ち着きがない、飽きやすい、イライラ、怒りっぽいなどの症状があり、成長ホルモンの分

泌抑制による身体発育の遅延、心血管系機能障害、夜尿、陥没呼吸・胸郭変形などもきたしますので、いびき、無呼吸が

ある場合には、一度耳鼻咽喉科を受診されることをおすすめします。

しんしゅつせい

しんしゅつせい
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