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　明けましておめでとうございます。
　本年もどうぞ宜しくお願い致します。
　地域医師会の先生方におかれましては、日頃から大塚
病院の医療連携について、多大なるご支援、ご協力を頂き、
誠に有難うございます。
　おかげさまで、当院の直近の紹介率は90.5％、逆紹介
率40.2％と高い値を維持しております。これもひとえに
地域医師会の先生方からのご紹介と、先生方が当院から
の返送・逆紹介を快く受けていただいているおかげと感
謝しております。
　さて、当院の昨年を振り返ってみますと、5月から緊急
診療依頼直通電話（ゴールド電話：03-3941-7890）を
土曜午前中まで拡大し、地域の医療機関からのご利用も
増えています。
　8月28日には豊島区初の地域医療支援病院に承認され
ました。詳しくは「連携通信おおつか95号」で辻井副院
長がお伝えしましたが、地域の病院、診療所などを後方支
援する形で、当院との役割分担と連携をさらに進めるとい
うことで、登録連携医療機関も360以上に上っています。
　10月にはJMIP≪外国人患者受入れ医療機関認証制度≫
を受審し、11月20日付けで認証され、さらなる外国人受
入れ体制を強化しました。また、10月から女性総合外来
を開設し、女性のライフステージに応じた総合的な女性
医療を、地域の先生方と連携しながら進めて行く所存で
あります。
　一昨年10月から豊島区医師会と協同で進めてきた「在
宅復帰支援システム・大塚医療ネットワーク」も、昨年
から試験運用を拡大し、今年中に本格稼働を開始します。

地域在宅医との連携、ICTによる患者情報の共有を基に、
入院が必要な在宅患者のスムーズな受入、早期在宅復帰
を目指しています。
　診療体制につきましては、昨年より呼吸器内科医師3名
を配し、地域の呼吸器疾患患者の受入強化を図りました。
また、今年4月からは循環器内科を補強し、狭心症から
心不全まで広く循環器疾患の受入能力の向上を図るとと
もに、神経内科を増強し、脳神経外科とタイアップして
脳血管障害の受入体制を強化します。
　なお、幹部人事ですが、昨年12月1日付けで、石黒幸
治事務局長が着任しました。あらためて医師会の先生方
にご挨拶に伺うつもりですので、どうぞ宜しくお願い致
します。
　本年も、区西北部の地域医療支援病院として、地域医
師会の先生方のご要望に最大限応えられるよう、病院一
丸となって取り組んで行きますので、医師会の先生方の
ご支援、ご鞭撻の程、何卒宜しくお願い申し上げます。

新年のご挨拶
 　 院長　富山　順治　　　

前列左より、澁谷副院長、富山院長、辻井副院長
後列左より、山本医事課長、林庶務課長、郷看護部長、石黒事務局長
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　睡眠時無呼吸症候群（sleep apnea syndrome：SAS）は、国内でも潜在患者200～300万人以上ともい
われ、高血圧、心筋梗塞、不整脈、糖尿病、脳血管疾患など生活習慣病との関連が指摘されています。
また健常者と比較して、居眠り運転の発生率は５倍、交通事故の発生率は７倍と高く、交通事故など災
害事故のリスクも深刻です。
　当院では昨年９月より＜睡眠呼吸障害センター＞を新たに開設いたしました。
　従来のSAS外来（耳鼻咽喉科）に呼吸器内科、口腔科が加わり、パワーアップしたチーム医療で診療
を行います。従来のSAS患者さんだけではなく、慢性閉塞性肺疾患（COPD）など呼吸器疾患がある
SAS患者さん、軽度のSASでもいびきがひどい患者さんなど、多様なSAS患者さんに対応しています。

　呼吸器疾患特にCOPDと合併するSAS患者は
10％程度いると報告されており、治療をしない
と心筋梗塞など心臓の病気の合併も多くなりま
す。SASだけでなくCOPDなどの呼吸器の病気に
対しても診療させていただきます。息苦しくな
るとつい動かなくなってしまい、それがまた病
気の進行を早めてしまうという悪循環をもたら
してしまいます。そうなる前に呼吸器の病気に
関してお気軽にご相談ください。

①問診、口腔内の診察、ファイバースコープによる上気道狭窄の有無を耳鼻咽喉科で評価します。
②携帯型睡眠時無呼吸検査（アプノモニター）を貸出して簡易検査（スクリーニング）をおこないます。
③簡易検査で中等度以上のSASの方には終夜睡眠ポリグラフィー（PSG）検査（１泊の検査入院）で
SASの原因、重症度など詳細な評価を行います。

SASの原因と重症度により、下記より適切な治療を選択あるいは組み合わせてご提案しています。
　●CPAP治療（持続陽圧呼吸療法）
　マスクに陽圧空気を送り、舌根周囲の軟部組織を拡張して気道狭窄を防ぎます。
　●スリープスプリント療法
　マウスピースで下顎を前進させた状態で固定し、舌根沈下による気道の狭窄を防ぎます。
　●手術治療
　扁桃肥大、口蓋垂過長症に対して、口蓋垂、口蓋扁桃、軟口蓋の一部を切除して、気道を広げます。

睡眠呼吸障害センターは予約制です。
予約センター（03-3941-5489：平日
９時～17時  土曜９時～12時30分）で
予約してください。いびき、無呼吸の
ご相談は耳鼻咽喉科で予約してください。

小児のSASは口蓋扁桃肥大やアデノイド肥大（咽頭扁桃肥大）が主因になっていることが多く、手術
治療が優先されます。小児のSASについては＜小児耳鼻科＞で予約してください。

耳鼻咽喉科　井出  里香

呼吸器内科  藤江  俊秀

睡眠呼吸障害センターのご紹介

呼吸器内科より
　SASの軽症例では、下顎を前方に整位
するスプリント療法が有用とされていま
す。本法は患者さんの負担が少ない反面、
義歯の装着や歯周病が重度の歯列には適
応できません。そこで当科では、口腔内
を拝見し適応例に対してスプリント治療
を行っています。今後も耳鼻咽喉科に協
力して、舌骨を前方移動させる手術療法
も考えております。

口腔科  田中  潤一口腔科より

診療科

耳鼻咽喉科

内科（呼吸器）

口腔科

予約枠名

睡眠呼吸障害・耳鼻科

睡眠呼吸障害・内科

睡眠呼吸障害・口腔科

予約日時

月・水・金曜午後

木曜午後

火曜午前

診断の流れ

治療方針

外来予約

小児のSAS



内科　那須由美子医師（外来日：火曜日）

外来受付

女性総合外来は、月・火・金の午前中にご予約できます。

　大塚病院には、母子医療とともに女性医療にも力
を入れてきた歴史があります。平成15年7月に都
立病院初の女性専用外来を開設し、当初は神経科医
師が担当し年間3000人以上の受診を数えた年もあ
りましたが、当院の診療体制や地域における医療環
境の変化もあり、徐々に患者が減少しています。先
導的に女性医療に取り組む役割は果たしたともいえ
ますが、働く女性の増加や思春期など多様化する新
しいニーズに対応し、女性医療を再考する時期にも
なっており、検討を行ってまいりました。当初のコ
ンセプトは以下の通りです。
○女性のライフステージに応じた医療を切れ目な
く支援する
○女性特有の病気や症状を、総合診療基盤を生か
して横断的に診療する
○月経不順、女性のからだの成長・成熟の悩み、
ホルモン関係、妊娠分娩に関する相談、基礎疾
患を有する妊娠の相談、子宮脱、頻尿、尿漏れ、
痔等の相談、治療。乳房に関すること、更年期
障害の相談、女性特有のがん相談、受診、治療
などを対象とする

　すでに各科で行われているものも多く含まれま
すが、患者さんや連携の先生方にも当院を十分に
ご活用いただくため、新たに「女性医療コンシェ
ルジュ」を導入しました。これは来院した患者さ
んの問診を、時間をかけて丁寧に行うほか、予約
電話を受け、適切な各科専門外来につなげる専属

の看護師です。患者さんをご紹介いただく際は、
紹介状を患者さんにお渡しいただき、患者さんか
ら当院予約センター又は代表電話に電話するよう
ご案内ください。「女性医療コンシェルジュ」がお
話を伺い、適切な専門外来にご案内します。女性
医療コンシェルジュをはじめとして多職種で女性
医療を提供します。
　これまでの女性専用外来は10月から「女性総合
外来」として再編し、女性医療の各分野に強みを持
つ医師による診療を週3回行っております。「女性
総合外来」の対象となる患者さんは治療が軌道に乗
るまで多くの時間を要するケースが多いと考えられ
ますが、この部分を専門外来として担い、症状が安
定した段階で地域の先生方に返送、逆紹介すること
により医療連携の活性化に貢献できると考えており
ます。このほか、新たに安藏小児科部長による女性
思春期成長外来を立ち上げ、既存の女性外科、母性
内科、リウマチ膠原病科、婦人科内視鏡外来、コル
ポ外来、女性泌尿器科等の外来が一体となり、女性
生涯医療外来として連携します。将来的には女性ア
スリート外来の開設も視野に入れています。
　この取り組みにより、受診に悩む女性を適切な医
療につなげ、連携の先生方にも各診療科専門外来を
これまで以上にご活用いただける体制となり、各診
療科、病院全体がさらに活性化することを願ってお
ります。「女性生涯医療外来」の発展へご協力をお
願いいたします。

「女性総合外来」のご紹介
　   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・産婦人科部長　桃原　祥人
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医 療 連 携
医科研修会

　　　　　

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285回 医療連携医科研修会　2020年3月5日（木）　午後7時30分～午後９時00分　５階大講堂にて

「中毒疹」 　皮膚科 医長　井上　梨紗子
・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。

　　　　　

お世話に
なりました

よろしく
お願いします

医療連携研修会のご案内医療連携研修会のご案内

※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。

1～3月1～3月

　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
  1/8　1/22　2/5　2/19　3/4　3/25
  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（1/9　1/23　2/6　2/20　3/5　3/26）  
  ③血糖はなぜ上がる 体のしくみと関連検査 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（1/10　1/24　2/7　2/21　3/6　3/27） 
　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（2020年1月～3月）糖尿病基礎講習・糖尿病教室のご案内（2020年1月～3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）

令和元年12月15日付退職 産婦人科  小野寺  真奈美

令和元年12月31日付退職 内　　科  岨　　康太　　耳 鼻 科  若林　聡子
麻 酔 科  小柳　哲男

令和２年１月１日採用 耳  鼻  科  永山　絢子


