
95

95

Ohtsuka Hospital Information-no.

東京都立大塚病院  〒170-8476  東京都豊島区南大塚2-8-1 TEL03-3941-3211（代表）
大塚病院ホームページ  http://www.byouin.metro.tokyo.jp/ohtsuka/

2019
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医療連携担当副院長　辻井  俊彦　　　

地域医療支援病院として地域で
完結する医療を目指します

　連携医療機関の先生方、スタッフの方々には、日頃大塚
病院への多大なご支援、ご協力を賜り、誠にありがとうご
ざいます。昨年を超える猛暑がやっと一段落、ほっと一息
というところですが、今年も「連携通信おおつか」の秋の
号をお届けいたします。
　少子高齢化が進み、地域全体で治し支援する「地域完結
型」の医療が求められる中、大塚病院は8月28日に地域
医療支援病院として東京都の承認を受けました。地域医療
支援病院の制度は、「地域で必要な医療を確保し、地域の
医療機関の連携等を図る観点から、かかりつけ医等を支援
する医療機関」として1997年の医療法改正で創設され、
今年8月までに都内の45病院が承認されており、区西北部
では豊島病院、順天堂大学練馬病院、東京北医療センター
が承認を受けていますが、豊島区は大塚病院が第一号の地
域医療支援病院となります。
　地域医療支援病院の役割として、１）紹介患者に対する
医療の提供（かかりつけ医などへの患者の逆紹介も含む）、
２）医療機器の共同利用の実施、３）救急医療の提供、４）
地域の医療従事者に対する研修の実施の4つが求められて
おり、厚労省では、さらにそれぞれの地域の実情に応じて
必要な機能を見直す方向で検討を進めています。
　大塚病院は、これまでもこれらの4つの役割を果たすよう
取り組んでまいりましたが、地域医療機関との連携をより
緊密にするために、今年度から「連携医療機関登録制度」
を導入しました。これまでに330医療機関にご登録いただ
いており、登録医療機関には連携プレート（右の写真）を
お配りしています。登録医療機関の先生方といわゆる二人
主治医制をとり、専門医療や救急対応が必要な場合に大塚
病院にご紹介いただき、専門医療や急性期医療が一段落

したらすみやかにお返しする連携を推進しています。登録
医療機関の先生方には紹介患者さんの専用予約枠をご利用
いただけ、またかかりつけ医のいない患者さんを優先して
逆紹介させていただく、インターネットによる検査予約や
図書室が利用できるなどのメリットがございます。登録を
ご希望される先生方、詳細をお知りになりたい先生方は、
患者支援センターの医療連携担当（03－3941－3211 
内線 2138）にご連絡ください。
　また、昨年10月から豊島区医師会と大塚病院で進めて
いる「在宅復帰支援システム・大塚医療ネットワーク（大
塚医療ネット）」の試験運用を拡大します。大塚医療ネッ
トは、在宅医療介護を担当されている往診医、訪問看護、
ケアマネと大塚病院の主治医がＩＣＴを用いて患者情報を
共有し、患者さんの状態に合わせて在宅から病院、病院か
ら在宅へスムーズに移行することを目的としています。将
来的には、豊島区以外の医療機関ともネットワークの構築
を進めたいと思いますので、その際にはぜひ各医師会はじ
め地域の先生方のご協力をお願いいたします。
　大塚病院は地域のあらゆる医療機関、患者さんに、必要
とされる病院、選ばれる病院になるべく一つ一つ取り組ん
でまいります。これからも大塚病院へのご支援、ご協力を
どうぞよろしくお願い申し上げます。

連携プレート

連携医療機関
東京都立 大塚病院
TOKYO METROPOLITAN OHTSUKA HOSPITAL

当院は東京都立大塚病院との医療連携を行っています。
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　しばらくの間呼吸器内科医が不在で、地域の
医療機関の皆様方にはご不便をおかけしていた
と存じます。2019（令和元）年4月より杉浦医師、
清水医師が、6月より私藤江が呼吸器診療を担
当させていただいております。呼吸器疾患の特
徴は、診療領域が幅広いことにあります。よく
見かける疾患として気管支喘息（咳喘息含む）
があり、気管支炎、肺炎などの呼吸器感染症、
肺癌、間質性肺炎や薬剤性肺炎などのびまん性
肺疾患、喫煙に関連した慢性閉塞性肺疾患
（COPD）、慢性の気道炎症である気管支拡張症、
各種呼吸器疾患の終末像としての慢性呼吸不
全、生活習慣病に関連する睡眠時無呼吸症候群
など多岐にわたります。
　気管支喘息は、成人の10%が罹患している
と推定されているほどありふれた疾患です。し
かしまだ解明されていない部分が少なからずあ
ります。吸入ステロイド薬や吸入長時間作用型
β刺激薬の進歩により、喘息発作で救急外来を
受診する患者さんは大幅に減りましたが、治療
反応性の不良な方が一定数いらっしゃいます。
免疫学的機序が解明されたことに伴い、抗体医
療が実用化し、患者さんに使用して効果を上げ
ております。
　肺癌に関しては日々新しい知見が出ており、

毎年診療ガイドラインが変更になり、標準治療
でさえも書き換えられる状況です。新しい概念
の治療薬としての免疫チェックポイント阻害
薬、分子標的治療薬が次々と上市され、10年
前よりも切除不能非小細胞肺癌の予後は延長
し、患者さんも恩恵を受けています。以前は組
織型のみ（最低限、小細胞肺癌かそうでないか）
わかれば、治療方針が決定できたものが、現在
は組織型のみではなく遺伝子変異なども判明し
ないと治療ができなくなりました。日々新しい
知見を取り入れながら、治療に取り組んでまい
ります。
　びまん性肺疾患の代表は特発性間質性肺炎で
すが、アレルギー性の疾患である過敏性肺炎か
ら薬剤性肺炎、膠原病による間質性肺炎から急
性肺障害（ARDSなど）まで、なるべく原因疾
患を突き止めて治療にうつらなくてはいけませ
ん。大学病院などとも連携を取りながら診療を
進めていきたいと考えております。
　睡眠時無呼吸症候群は耳鼻咽喉科、口腔科と、
呼吸不全に対してはリハビリテーション科とも
協力して診療にあたりたいと思っております。
　持続する咳や痰など呼吸器疾患でお困りの際
にはお気軽にご相談いただければと思います。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。

胃瘻交換（短期入院）のご案内

医療連携担当 3941‒7468 に「胃瘻交換の依頼」とお伝えいただき、
診療情報提供書を FAX 3941‒6347 又は郵送にてお送りください。
その際、希望日を２つほど記載してください。
医療連携担当が医師と入院日を調整し、紹介元医療機関または患者さんの
ご家族にご連絡いたします。

消化器内科では、連携医療機関から短期入院（木曜入院→月曜退院）による胃瘻交換の
依頼をお受けしています。

内科 医長

藤江  俊秀

呼吸器内科の紹介



　東京都立大塚病院の認定看護師は、訪問看護ステーションや医療施設、介護施設に勤務されている
皆様を対象に出張勉強会を行っています。ご希望の勉強会内容に応じて各分野の認定看護師が担当
させて頂きます。下記に勉強会内容の一例を提示しておりますので、是非ご活用ください。

分野名

感染管理

正しい手洗い方法とエプロン・手袋のつけ方、外し方
MRSA、ESBLなどの耐性菌を保有している方の対応
疥癬を施設内で拡げないポイント
模擬吐物を使ったおう吐物の処理方法　など

皮膚・排泄ケア 基本的なスキンケア、創傷の見方、軟膏の選択、肛門周囲のただれケア
おむつの当て方と選択、瘻孔ケア、ストーマケア、ポジショニングなど

摂食嚥下障害看護
正常な摂食嚥下の過程、嚥下障害の原因、日常生活場面から評価する方法
誤嚥性肺炎予防、窒息予防、食事介助のポイント、食事形態の選択
とろみ調整食品（増粘剤）の使用方法と注意点など

集中ケア

フィジカルアセスメント（呼吸と循環、脳神経と腹部の評価と内服薬投与時の注意点）
急変前の前兆と気づき、人工呼吸器管理とケア、人工呼吸器装着患者の体位変換方法
吸引の手技と注意点、術前・術後看護のポイント、家族看護、急性期の意思決定支援
（延命処置）

緩和ケア 緩和ケアについて、その人らしさを支える意思決定支援、家族ケア
エンゼルケア、エンゼルメイク

認知症看護 認知症とは、認知症の原因となる病気
認知症の症状に応じた対応、認知症の人との接し方

がん性疼痛看護 がん性疼痛マネジメント（アセスメント・薬物療法・看護ケア）
呼吸困難感・倦怠感・消化器症状のケア、リラクセーション

がん化学療法看護
化学療法の種類と副作用、支持療法、セルフケア支援
内服抗がん剤を飲み忘れた時の対応と自宅での保管方法
抗がん剤が漏れた時の対応、曝露について

新生児集中ケア
低出生体重児がNICUを退院するまでの経過
妊娠中から気をつけたい感染症の説明・予防方法
新生児蘇生法について

精神科看護
精神疾患患者との関わり方、精神科身体合併症の看護
精神科薬物療法、メンタルサポート（心の健康増進）

勉強会内容（例）

認定看護師による出張勉強会のご案内
令和元年8月

※謝金は発生いたしません。時間日程についてはご相談させていただきます。

東京都立大塚病院看護部：武良  浩子
TEL：03-3941-3211（内線2251）

ぶ  ら

手術看護
ラテックスアレルギーについて
深部静脈血栓・肺塞栓症について

「出張勉強会の問い合わせ」と伝えて頂くと
スムーズに看護部担当者につながります。
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医療連携研修会のご案内医療連携研修会のご案内

医 療 連 携
医科研修会

医 療 連 携
医科研修会

医 療 連 携
薬事研修会

医 療 連 携
歯科研修会

10月～1月
2019 2020

10月～1月
2019 2020

※上記研修会のテーマ及び講師等は変更になる場合があります。当院からの研修案内でご確認くださるようお願いします。

お世話に
なりました

平成31年4月30日付退職

令和元年5月31日付退職

よろしく
お願いします

令和元年5月1日付採用

令和元年7月1日付採用

令和元年6月1日付採用

外　　科  星野  真由美　　　　マチ  室田　敦子

整形外科  坂本  兼太郎 令和元年6月30日付退職 泌尿器科  吉田　賢

外　　科  渡邉　揚介

泌尿器科  小林　正貴

内科医長  藤江　俊秀

リウマチ
膠原病科

医師
異動
の

・都立大塚病院医療連携薬事研修会は、日本薬事研修センター認定研修ですので、参加いただいた薬剤師の方には
　「研修受講シール」をお渡ししています。

第79回 医療連携薬事研修会　2019年12月11日（水）　午後7時30分～午後９時00分　５階大講堂にて
「抗血栓薬の使い分け」 内科（循環器）医長　大渕　信久

　　　　　

第283回 医療連携医科研修会　2019年10月10日（木）　午後7時30分～午後９時00分　５階大講堂にて
「リンパ浮腫」 　　 形成外科 医員　楊　　睿
・都立大塚病院医療連携医科研修会は、日本医師会の生涯教育の対象となりますので、参加いただいた先生方には
　「日医生涯教育講座参加証」をお渡ししています。

第284回 医療連携医科研修会　2020年1月23日（木）　午後7時30分～午後９時00分　５階大講堂にて
「発達の偏りについて」 　児童精神科 部長　鈴村　俊介
・都立大塚病院医療連携医科研修会は、日本医師会の生涯教育の対象となりますので、参加いただいた先生方には
　「日医生涯教育講座参加証」をお渡ししています。

　　　　　

第65回 医療連携歯科研修会　2019年11月12日（火）　午後7時30分～午後9時00分　５階大講堂にて
「誤嚥性肺炎の人にも食べてもらいたい
　   ―摂食嚥下障害のリハビリテーション―」 　　リハビリテーション科 医長　大賀　優
「オーラルフレイルと口腔ケア」　　　　　　　　　　 口腔科 医員　市川　秀樹

　糖尿病の基礎を学んでいただく「糖尿病基礎講習」と、糖尿病とつき合うための生活に役立つ「糖尿病教室」の
２部構成で行っています。①から⑥の６回シリーズを全て受講すると修了証をお渡しています。ぜひ、ご出席ください。

　　　　内科医長  中村  佳子
〈糖尿病基礎講習〉
＊水曜日
  10/9　10/23　11/6　11/20　12/4　12/18
  ５階小講堂にて　※要予約
  午後2時～ ①糖尿病と付き合うための第一歩…医師による
  午後3時～ ②今日からできる食事療法（※指導料あり）
…………………………………………管理栄養士による
  ※糖尿病集団栄養食事指導が必要な患者さまは、
  先に糖尿病初診の診療予約をお取りください。

〈糖尿病教室〉
＊木・金曜日　午後３時から　５階小講堂にて
  第1回（10/10  10/24  11/7  11/21  12/5  12/19）  
  ③血糖はなぜ上がる 体の仕組みと関連検査 ④糖尿病のお薬を知ろう
………………………………臨床検査技師・薬剤師による

　第2回（10/11  10/25  11/8  11/22  12/6  12/20） 
　⑤毎日ここを気をつけよう ⑥運動療法のススメ さあ 体を動かそう
…………………………………看護師・理学療法士による

  ※糖尿病基礎講習と糖尿病教室を併せて受講することをお勧めします。

糖尿病基礎講習・糖尿病教室のご案内（2019年10月～12月）糖尿病基礎講習・糖尿病教室のご案内（2019年10月～12月）

03（3941）7468（直通）
03（3941）3211（内線2138）

受付時間は〈月～金〉9：00～17：00  〈土〉9：00～12：30

受付時間は〈月～金〉9：00～20：00  〈土〉9：00～12：00

【予約専用電話】 03（3941）5489

【代表電話】 03（3941）3211　緊急・休日・夜間の場合　

　当院は緊急の場合を
　除き原則予約制です。

　医療連携についての
　お問い合わせ

上部・下部消化管内視鏡検査に関するご連絡も上記医療連携担当へお願いいたします。

患者支援センター 医療連携担当

03（3941）7890　緊急診療依頼直通電話
（Dr to Dr）


