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2020
3月 97号

　日頃、地域医療機関の先生方には大塚病院が大変お世

話になっており、感謝申し上げます。

　私事、院長富山は、3月一杯をもちまして大塚病院を定

年退職致します。今まで、地域医師会長をはじめ、医療

機関の先生方に並々ならぬご協力、ご援助、ご支持を頂

けたので、ここまで来れたものと感謝すると同時に厚く御

礼申し上げます。

　私が大塚病院に赴任したのが2年前の2018年4月でし

た。当時は医師欠員も多く、呼吸器内科医も不在であり、

診療体制の立て直しから着手しました。東京医科歯科大学

をはじめ、当院に医師を派遣頂いている各大学医局教授

27名をご訪問し、2019年4月から呼吸器内科専門医3名

を、消化器外科も胃・食道外科専門医を、また児童精神

科医長を1名招聘し、新生児科も増員し、総合診療基盤、

周産期小児医療の充実を図りました。

　その間、2018年6月には小池都知事が当院の総合周産

期母子医療センターに視察にみえ、地域産婦人科医との産

婦人科地域医療連携システムである「大塚モデル」を高く

評価いただきました。10月からは地域在宅医と当院でICT

を用いた患者情報共有を基にした「在宅復帰支援システム・

大塚医療ネットワーク」を立ち上げ、地域包括ケアシステ

ムに貢献しております。さらに、12月には病院機能評価

3rdGVer2.0を受審し、高評価で更新しました。

　2019年5月から緊急診療依頼直通電話（ゴールド電話：

03-3941-7890）も土曜午前中まで拡充し、地域医療機

関からのご利用も増え、応需率

も97%を誇っています。8月には

都内で45番目となる「地域医療

支援病院」に認定され、連携登

録医療機関も449件と増え、直近の紹介率91.3％、返送・

逆紹介率40.6％と高い値をキープしています。当院の連携

登録をご希望の際は当院医療連携担当（03-3941-7468）

までご連絡ください。

　10月には「女性総合外来」を開設し、女性医療コンシ

ェルジュを配置いたしました。これからも女性のライフステ

ージに応じた「女性生涯医療外来」を整備し、地域のレデ

ィースクリニック、保健所等と協同して女性医療に力を入れ

て行きます。11月には全国で68番目となる外国人患者受

入れ医療機関認証制度（JMIP）の認証を取得し、東京

2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、外国

人患者受入れ体制を強化しました。

　今年4月からは、脳神経内科部長以下3名の脳神経内科

専門医を招聘し、脳外科とタイアップした脳卒中受入体制

を、また循環器内科医長を招聘し、更なる循環器救急受

入体制を充実させます。7月からは放射線治療専門医を招

聘し、がん治療の更なる充実を図ります。

　これからも大塚病院は地域に根差した地域完結型の病

院を、地域の先生方とともに目指して行きたいと思いますの

で、新院長共々大塚病院を何卒宜しくお願い申し上げます。

更なる医療連携の推進を目指して
 　 院長　富山　順治　　　
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　超音波内視鏡検査とは、通常は体表面からおこなう超音波検査を
内視鏡からおこなう検査で、大きくわけて二通りの方法があります。
一つは通常の内視鏡から生検鉗子のように出し入れすることができる
細径プローブを使用した方法です。これは主に消化管の表層を見るた
めのもので、早期癌の深達度診断等に使用します。こちらは以前から
細 と々やっておりましたが、今回やってきたのは超音波内視鏡の専
用機です。
　超音波内視鏡の専用機は、文字通り内視鏡のファイバー自体に超音

波装置が取り付けられています。消化管の表層も見ることができますが、主に消化管を介して周囲の臓器
を見るために使用します。特に体表面からの超音波では見ることが難しい膵臓の検査に重宝します。
　膵臓といえば、膵臓癌の予後の悪さは有名です。ステージⅠの膵臓癌でも5年生存率は41.2％とほかの
癌に比べて低い数字となっています。そのため、膵臓癌を早期発見することは特に重要となります。近年、
超音波内視鏡検査は膵癌の早期発見についてCT、MRIに勝るとも劣らない能力があることがわかってき
ています。そのため、2019年の膵癌診療ガイドラインでは腹部エコーなどによる初回スクリーニングで異常
が見られた際の検査として、CT、MRIとともに超音波内視鏡が挙げられています。ただし、一方で超音
波内視鏡は術者ごとの技量の差が出てくる検査です。そのため、当院では一昨年より超音波内視鏡のエキ
スパートである都立駒込病院に研修にいくことでその技術を学んできました。その結果、当院でも超音波内
視鏡の専用機によるスクリーニング検査ができるようになりました。
　検査の対象としては、他の画像検査で膵臓に異常があった場合はもちろん、ご希望があれば膵癌のリス
クファクター（喫煙、過度の飲酒、膵癌の家族歴など）がある方も対象としています。もちろん内視鏡自
体の偶発症の問題がありますため、とりあえず超音波内視鏡ということはしません。CTやMRIも組み合わ
せてより診断の精度をあげていきます。
　今年度から当院でもできるようになった専用機による超音波内視鏡検査。もしもご興味がありましたら、
是非、ご活用いただければ幸いです。

超音波内視鏡画像

　地域の医療機関の先生方には日頃より、ご理解ご
協力を賜わり、厚く御礼申し上げます。昨年の12月
から事務局長に着任いたしました石黒と申します。
前職は、東京都保健医療公社東京都がん検診センタ
ー、多摩北部医療センターの事務長をしておりまし
た。大塚病院は初めての病院となりますが、院長よ
り開設当初から地域医療連携を基本として、地域の
先生方と相談、協力しながら時代に即した様々な施
策を実行してきたと聞いております。人口の高齢化

が一段と進行し、認知症や複数の疾病を併せ持つケ
ースが増加するなど、当院を取り巻く医療情勢は大
きく変化しておりますが、これからも、地域医療支
援病院として、連携医療機関の先生方とともに地域
に根ざした特徴のある連携を目指し貢献して参りた
いと存じます。
　引き続き、ご支援・ご協力を賜りますようお願い
申し上げ、就任のご挨拶とさせていただきます。

就任のご挨拶
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 事務局長　石黒　幸治

内科医長　田中　 啓

大塚病院に
超音波内視鏡（EUS）の専用機がやってきました。
大塚病院に
超音波内視鏡（EUS）の専用機がやってきました。



　平素は患者さんをご紹介いただきありがとうござ
います。リウマチ膠原病科では患者さんがご自身の病
状・治療内容を十分に理解し、より高いQOLを達成
して日常生活を楽しんでいただけるよう、様々な取り
組みをしておりますので、ご紹介させていただきます。
・関節リウマチ教育入院
　関節リウマチは、最近の治療法の進歩により、早
期に診断して適切な治療を開始できれば、病期の進
行を最小限に食い止めることが可能となりました。
そのためには患者さん自身がこの治療戦略を理解
し、治療方針の決定を医師とともに行うことが重要
です。1～2週間の入院期間中に疾患に関する理解を
深めていただき、毎日リハビリテーションを行い、
医師、薬剤師、栄養士、ソーシャルワーカー、看護
師がチームとなって総合的なアドバイスを提供させ
ていただくとともに、治療法の選択や見直しを行っ
ています。2014年から始めた当プログラムですがこ
れまで高い評価をいただいており、当院受診歴がな
い患者様でもご紹介いただければ教育入院プログラ
ムのみご利用していただけます。
・関節リウマチ外来リハビリテーション
　2019年7月からはリハビリテーション科との連携
のもと、経験豊かな理学・作業療法士の指導による
関節リウマチの外来リハビリテーションを開始しま

した。疾患活動性が高い時期に生じた廃用性の筋萎
縮や関節拘縮は、たとえ生物学的製剤などによって
臨床的寛解が得られても、リハビリテーション治療
を行わなければ改善せず、ADLの向上は得られませ
ん。関節リウマチ外来リハビリテーションでは各患
者さんのニーズに応じた3か月のプログラムの中で
6回の対面セッションと自宅での運動指導を行い、
初回と最終回に機能評価を行っています。
・膠原病母性外来
　リウマチ膠原病は20～30代の女性に発症すること
が多く、患者さんは結婚・妊娠・出産・育児などの
ライフイベントに直面することになります。特に妊
娠に際しては、多くの患者さんが不安を感じること
と思います。当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、当科でも2020年１月
から膠原病母性外来を新たに開設いたしました。膠
原病患者さんが妊娠計画を立てられた時点から、患
者さんの状況に合わせて治療方針やお薬を検討し、
安心して妊娠、出産を迎えられるよう、産科とも連
携して診療を行っております。
　リウマチ膠原病患者さんのライフステージに合わ
せたきめ細かい医療を提供できるようこれからも尽
力してまいりますので、どうぞよろしくお願い申し
上げます。

火曜日 13：00～14：00リウマチ膠原病母性外来

火曜日、金曜日 9：00～11：00リウマチ膠原病初診外来

これ以外にも毎日各外来で
初診は受け付けております

関節リウマチ教育入院・外来リハビリテーションのお申込みは以下へ

リウマチ膠原病科の新たな取り組み
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ リウマチ膠原病科　立石  睦人／木村  万希子

リウマチ外来関節リウマチリハビリテーションスタッフ一同
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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
薬事研修会

医 療 連 携
歯科研修会

医 療 連 携
医科研修会
医 療 連 携
医科研修会

第80回 医療連携薬事研修会　2020年6月17日（水）　午後7時30分～午後９時00分　５階大講堂にて
「抗菌薬の正しい使い方」 小児科 医長　千賀　達子

第66回 医療連携歯科研修会　2020年5月19日（火）　午後7時30分～午後8時10分　５階大講堂にて
「偶発症について
　   　　 ～全身的なものと局所的なもの～」   口腔科 部長　田中　潤一

※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。

　　　　　

第286回 医療連携医科研修会　2020年6月11日（木）　午後7時30分～午後９時00分　５階大講堂にて
「症状がないからといって安心できません
　　　　　　　  ～狭心症、心筋梗塞の話～」 　　  内科 医長　大渕　信久
・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287回 医療連携医科研修会　2020年7月9日（木）　午後7時30分～午後8時10分　５階大講堂にて
「めまい診療（診断・治療のすすめ方）」　　  耳鼻咽喉科 医長　井出　里香
・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。

　　　　　

・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。   ※事前申込が必要となります。

懇親会あり

懇親会あり

　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
  4/22 　5/13 　5/27 　6/10　 6/24
  ５階小講堂にて　※要予約
  午後2時～ ①糖尿病と合併症の話…医師による
  午後3時～ ②食事療法について（※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（4/23　5/14　5/28　6/11　6/25）  
　③検査について　④薬物療法について
………………………………臨床検査技師・薬剤師による

　第2回（4/24　5/15　5/29　6/12　6/26） 
　⑤日常生活の注意　⑥運動療法
…………………………………看護師・理学療法士による

  ※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（令和2年4月～6月）糖尿病基礎講習・糖尿病教室のご案内（令和2年4月～6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）

5～7月5～7月

お世話になりましたお世話になりました

よろしくお願いしますよろしくお願いします

令和２年１月31日付 退職 皮膚科  石川　貴裕

令和２年２月１日 採用 皮膚科  野嶋　浩平


