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　あけましておめでとうございます。新年にあたり
謹んでご挨拶申し上げます。 
　本年もどうぞよろしくお願いいたします。 
　新型コロナウィルス感染症の第３波に見舞われつ
つある中、執筆しております。令和３年が明るい兆
しが見える中で迎えられたのか、緊急事態の真っ只
中となっているのか私には予測できないですが、前
者かそれに近い状態で迎えられていることを願いた
いです。 
　さて皆様方もコロナの様々な影響を受けられたと
思いますが、令和２年の大塚病院も対応に追われた
１年でした。４月の院長就任早々からコロナ対応病
棟・疑い患者対応病棟の設置、コロナ検査外来（発
熱者・帰国者外来）の設置運用、療養用ホテルへの
医師・看護師の派遣、職員の体調管理など様々な課
題を時々刻々と変化する感染状況に応じ、臨機応変
に対応せざるを得ない状態が続きました。年末には
東京都が設置したコロナ専用病院への職員の派遣
（医師・看護師・薬剤師等）も加わり、病院機能の
維持はギリギリです。もっとも地域医療の崩壊を防
ぐ防波堤の役割は、当院に課せられた使命です。今
後も皆様方と連絡を密にし、連携を深めこの難局を
乗り越えたいと思います。 
　コロナ以外の診療についてもお話しいたします。
昨年後半より当直体制を一部見直し、脳神経内科と
脳神経外科の当直を統合、脳神経当直を設置しまし
た。現在は日曜を除く毎日脳神経の専門医が昼夜院
内に常駐しています。脳卒中症例の受け入れが以前

よりスムーズです。また院内改修工事の影響で令和
3年前半に周産期（出産）の縮小を予定していまし
たが、コロナ禍の中での制限は望ましくないとの判
断で急遽工事日程を後ろ倒しし、中止しました。ハ
イリスク妊娠や母体搬送などは積極的に可能な限り
お受けします。どうぞこれらもご利用ください。 
　各診療科医師へ直接電話が繋がる、緊急診療依頼
直通電話（ゴールド電話：03- 3 9 4 1 - 7 8 9 0）は
ご利用回数も増え概ね順調に運用されています。現
在平日夜間20時まで、土曜日は12時までの運用で
すが、少人数医師の診療科は夕方17時以降と土曜
日は対応が困難なこともございます。このあたりの
事情をご理解いただけると幸いです。 
　現在老朽化に対する大規模改修工事を行っており
ます。2023年度までの長い工事予定ですが、当院
の医療機能を保ちながら安心安全な工事を心がけて
まいりますので、皆様のご理解とご協力・ご支援を
お願いいたします。 

新年のご挨拶
 　院長　松本　　潤　　　

前列左より：武良看護部長、忠願寺副院長、松本院長、三部副院長
後列左より：林庶務課長、川島医事専門課長、石黒事務局長、
　　　　　 山本医事課長
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　現在、改修工事のためＲＩ検査が出来なくなっています（工事
終了は6月下旬頃の予定）。その間は下記の病院で、検査のご予約
が可能です。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、よろしく
お願いいたします。 

　当院本館は、昭和62 年に竣工した建物であり、
これまで大規模な設備更新を実施していなかったた
め、機械設備の老朽化が問題となっていました。こ
のため、平成29 年以降、令和５年までの予定で大
規模改修工事を実施しています。 
　工事は、「Ⅰ期」と「Ⅱ期」に分割して実施しており、
リハビリ部門改修を中心としたⅠ期工事は既に終了
しています。メインとなるⅡ期工事は、昨年度に二
度の入札不調、今年度は、新型コロナウイルス感染
拡大の影響に伴う３か月程度の工事中断の影響で、
当初予定より大きく遅れましたが、昨年６月下旬か
らようやく工事開始となりました。 
　工事工程は、４～５か月間ずつの９つのフェーズ
に分かれており、令和３年１月現在、フェーズ２の
工程が進行中です。現在は、外来や放射線部門と
いった低層部・地下部の工事を行っていますが、
フェーズ４（令和３年９月～）からは高層部でも工
事が始まり、フェーズ６（令和４年５月～）からは、
フェーズごとに複数の病棟を休止しての工事を予定
しています。 
　現在進行している外来エリアの工事については、
１階に仮設の外来エリアを設け、そこに各科がフェ
ーズごとに順番に仮移転（その間に元のエリアを改
修して戻る）する形で進めます。現在は、小児科外
来が仮設エリアで運営しており、次の本年５月から
のフェーズ３では、皮膚科・口腔科が当該仮設エリア

での運営となります。 
　昨年末からは、放射線部門の工事に伴い、放射線
治療室や血管撮影室などにおける各種機器の停止に
よりご不便をおかけしているところですが、今後も、
口腔科外来仮設移転時の一部外来診療の縮小など、
一部の診療ではやむを得ず制限が発生することが見
込まれます。 
　敷地に制約がある中、病院運営を継続しながら進
めるため、複雑な工事となりますが、やむを得ず診
療に影響が発生する場合については、関係各位に適
時適切にお知らせをさせていただきます。また、当
院ホームページなどを通じて、地域の先生方や住民
のみなさまに状況等を分かりやすくご案内できるよ
う努め、改修後の快適な施設設備環境の実現に向け、
安全に工事を進めてまいります。 
　地域の先生方には、工事完了までの間、ご不便と
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜ります
ようお願い申し上げます。

当院の大規模改修工事について
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 庶務課長　林　宗徳

放射線科より 
　改修工事のため、5月初旬から9月中
旬までの間、診療室を移転し規模を縮小
しての診療となります。そのため、4月
中旬から9月上旬まで外来初診患者さん
の受け入れを制限させて頂きます。なお
基礎疾患のため抜歯が行えないような
患者さんや全身麻酔での手術対応等、
当科での診療が望ましい方については、
口腔科外来に直接お電話でご相談下さい。
よろしくお願いいたします。 
＊入院手術は通常通り行っております。

口腔科より 

ＲI検査予約可能な近隣病院 
病院名

駒込病院

豊島病院

大久保病院

予約窓口 電　話 受付時間（平日）

ＲＩ検査室

予約専用電話

放射線科

3823-2101（内線：4345）

5375-5489（直通）

5273-7711（内線：2301） 

9：00～17：00

9：00～19：00

9：00～17：00

▲小児科外来仮設エリア（１階正面玄関左奥）



　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。 
　今年度はリモート型での勉強会にも対応できますので、ご相談ください。 

分野名

感染管理

新型コロナウイルス感染症の対応・相談 
正しい手洗い方法とエプロン・手袋などのつけ方、外し方 
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）、
在宅患者の急変前の前兆と気づきのポイント、人工呼吸器管理とケア、
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）

令和３年１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。

大塚病院看護部担当者：大谷
TEL：03-3941-3211（内線2251）

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

ご要望がありましたら「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。

認定看護師による出張勉強会のご案内
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医 療 連 携
医科研修会

　　　　　

第286回 医療連携医科研修会　2021年1月15日（金）　午後7時30分～午後９時00分　５階大講堂にて

「糖尿病とフレイル・サルコペニア」 内科（糖尿病） 医長　中村　佳子
・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。

第287回 医療連携医科研修会　2021年3月11日（木）　午後7時30分～午後9時00分　５階大講堂にて

「膠原病を疑う身体／検査所見」 リウマチ膠原病科 医員　森　達男
・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。

　　　　　

医療連携研修会のご案内医療連携研修会のご案内

〇現地開催とweb開催の同時開催を予定しております。  
〇参加費用は無料で、事前申込みが必要です。所属医師会を通して申込用紙を配布させていただきます。
〇現地開催時は新型コロナウイルス感染症拡大対策として、三密回避に留意して開催します。  
　出席者にはマスクの着用、受付時の手指消毒、体温測定に協力をお願いします。 
〇感染拡大状況によっては開催中止やweb開催のみへ変更、受講対象職種を限定させていただく場合もあります。

産婦人科医員　　　　辻　　満

救急診療科医長　　　大渕　信久

リウマチ膠原病科医員　森　達男

輸血科医員　　　　　五十嵐　愛子

泌尿器科医員　　　　布施　洸

〈糖尿病基礎講習〉
＊水曜日
  1/6 　1/20 　2/3 　2/17　 3/3　 3/24
  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（1/7　1/21　2/4　2/18　3/4　3/25）  
　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（1/8　1/22　2/5　2/19　3/5　3/26） 
　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
  ※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３年１月～３月）糖尿病基礎講習・糖尿病教室のご案内（令和３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）

　通院中の糖尿病患者さんを対象に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

令和２年９月30日付退職

令和２年10月１日　採用

令和２年10月１日　転入

令和３年１月１日　採用

令和２年12月31日付退職

1～3月1～3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


