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　令和2年度もあとわずかとなりましたが、今年度は
新型コロナ感染症との戦いに明け暮れた日々でした。 
　令和2年2月頃から増えはじめた新型コロナ感染
症でしたが、その後患者数はさらに増加し、3月に
は小中学校等に休業要請、4月7日から7都府県に
緊急事態宣言（4月16日から全国）が発出されまし
た。当院は感染症指定医療機関ではなく、新年度を
迎えた日には専用病棟はまだありませんでした。し
かし4月15日から一般病棟の3病棟、90床を新型
コロナ専用病棟に転換し、一般診療を縮小すること
としました。 
　緊急事態宣言の効果もあり患者数は減少に転じ、
5月25日には東京都への緊急事態宣言が解除されま
した。当院では6月22日新型コロナ専用病棟を2病
棟とし、1病棟を一般病棟に戻すことで一般患者の
受け入れも拡大しました。 
　しかし7月から徐々に患者数は増え（第二波）、
いったんは減少したものの11月からはさらに拡大
し（第三波）、全国一日の感染者数が4,000人を超え
るようになると東京都は都立・公社病院を重点拠点
化すると決定しました。当院は周産期や小児医療な
どの重点医療、一般診療も維持しつつ新型コロナ対
応を強化することとなり、令和3年1月25日から専用
病棟を3病棟、100床に増床し現在に至っています。 
　新型コロナ専用病棟から一般病棟への転換は作業
も多く、また専用病棟増床のための一般病棟縮小に
は在院患者の調整や入院制限も必要で、各診療科は

診療規模を縮小したり拡大した
りと苦労も並大抵ではありませ
んでした。重点医療の周産期、
小児医療は新型コロナ患者にも
積極的に役割を果たし、専用病棟で対応できない妊
婦、小児患者は当該病棟での管理も必要でした。最
近では中等症患者も増え、高齢者、外国人患者も増
えている現状です。 
　平日午後のPCR検査外来も継続し、院内PCR検査
の体制も整え、日々刻々の変化に対応してきました
が、このタイミングで大規模改修工事により1月26日
救急外来は規模を縮小し仮設に移動し、1月28日に
は6床のICU休止（HCUとして3床を新設）という
フェーズとなりました（4月末まで）。困難の連続
した令和2年度でしたが、医師、看護師、コメディ
カル、事務職員、委託職員らの努力とチームワークで
新型コロナ対応のみならず、地域医療を守ることも
使命として乗り越えてきました。令和3年度はワク
チン接種も本格化します。新型コロナ感染症が収束
に向かい、平穏な
日常を取り戻せる
よう、職員一丸と
なって頑張ってい
きたいと思ってい
ます。今後ともど
うぞよろしくお願
いいたします。 

千早小学校の皆様から励ましの
メッセージをいただきました

大塚病院の新型コロナ感染症対応
副院長（医療連携担当） 三部　順也
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　大塚病院では令和3年1月より、患者さんの紹介状（診療情報提供書）に添付していただいた検査画像データ
（CD-R・DVD-R）を、診察前に電子カルテに取り込む運用を開始しました。当院への患者さんのご紹介にあたり検査
画像データをご提供いただく際は、下記の点にご留意下さいますようお願いします。 

皮膚科の一般外来は月曜から金曜の午前です。どの医師も対応
内容に区別を設けておりませんので、ご紹介いただきます際には
患者様のご都合に合わせてご予約をお願い致します。 

※申し訳ありませんが、JPEG形式のデータや、USBメモリに記録されたデータの場合、当院の電子カルテへのデータ
取り込みができませんので、ご協力の程宜しくお願い致します。（画像をDICOM変換できない場合は、紙にプリント
アウトしたものをご提供ください） 

　大塚病院の皮膚科は、井上、野嶋の常勤医師2名、
波多野、大竹の非常勤医師2名で診療を行っていま
す。接触皮膚炎・アトピー性皮膚炎・蕁麻疹・薬疹・
痒疹・乾癬などの炎症性皮膚疾患、皮膚の真菌・細菌・
ウィルス感染症、円形脱毛症・白斑・多汗症・ざ瘡
などの皮膚付属器関連疾患、良性・悪性腫瘍、皮膚
潰瘍、爪・粘膜疾患、胼胝・鶏眼など足に関する疾
患など幅広く診療しています。 
　近隣に優秀な皮膚科開業医の先生方が多数いらっ
しゃる中で、「病院の皮膚科」の強みを生かせるポ
イントは下記の点があげられます。
１． 入院治療ができること 
　帯状疱疹、蜂窩織炎の他、広範な処置が必要で通
院治療では困難な場合などご相談ください。 
２． クリニックでは行い難い検査ができること 
　CT・MRI、超音波検査、また皮膚生検、パッチテ
スト（スタンダード、チタン含む金属）・プリック
テスト・チャレンジテスト（内容要相談となります）
等が可能です。 
３． クリニックでは行い難い治療ができること 
　局所麻酔を使用しての切開処置・陥入爪処置、皮
膚腫瘍小手術、生物学的製剤使用（当院は日本皮膚
科学会の乾癬生物学的製剤使用承認施設です）等が
可能です。 
４． 他科と連携がとれること 
　膠原病、デルマドロームなど他科と連携が必要な
場合や、病巣感染が関与する可能性のある皮疹（口

腔科、耳鼻科と連携）等
についてご相談くださ
い。また小児科と連携し、
乳児血管腫に対するヘマ
ンジオルシロップ治療を
行っています。 
 
　他、種々の皮膚疾患に
対 す る 紫 外 線 療 法
（NB-UVBは半身照射型
の機器、エキシマライト
は部分照射型の機器を使
用しています）、多汗症
に対するイオントフォレー
シスや腋窩ボトックス注
治療、足変形のある方にインソール作成なども対応
しています。 
　大塚病院の皮膚科を受診して良かった、と一人でも
多く言って頂けるよう、丁寧な診療を心がけてい
ます。 
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2021年3月現在

皮膚科のご紹介
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当院の電子カルテでデータ取り込み可能な画像情報は「放射線画像のうち、DICOM形式のもの」のみと
なります。画像情報はDICOM形式に変換の上、CD-RあるいはDVD-Rに記録したものをご提供ください。

紹介状添付画像情報についてのお願い 



サルコペニア 簡単チェックポイント

　従来からの糖尿病治療の目標は、血糖、血圧、
脂質代謝の良好なコントロール維持を行い、糖
尿病の合併症の発症、進展を阻止し健康な人と
変わらないQOLの維持、寿命の確保とされて
おりました。近年、糖尿病の治療の進歩による
合併症発症率の低下を認める一方で、患者の長
寿化、高齢化により増加するサルコペニアやフ
レイルなどの併存症の存在が注目されるように
なりました。サルコペニアは【加齢や疾患など
により筋肉量が減少し、筋力低下や身体機能の
低下が起こること】、フレイルは【加齢に伴い
健常から要介護へ移行する中間の段階で適切な
支援で健常に戻りうる状態】です。糖尿病患者
が健康な人と変わらない人生を送るため、この
予防・管理が重要です。
　日本の平均寿命は延びていますが、日常的に
介護などのお世話にならず自立した生活ができ
る「健康寿命」との差が問題になっています。

内科医長　中村　佳子
第 286 回 医療連携医科研修会報告

糖尿病とフレイル・サルコペニア

その差、「介護が必要である期間」を短くする
よう、フレイル予防が注目されています。フレ
イルの最大の危険因子がサルコペニアです。日
常診療で役立つ簡単なサルコペニアかどうかの
簡単チェックポイントを資料１､２にまとめまし
た。外来で是非患者さんに聞いてみてください。

　糖尿病はインスリン作用不足や神経障害によ
って筋肉量、筋力が低下するのでサルコペニア
になりやすいと言われています。サルコペニア
になると糖尿病も悪化するという悪循環になっ
てしまいます。糖尿病悪化予防・サルコペニア
予防のため、運動療法・食事療法が重要です。
運動療法は有酸素運動（例：歩行、ジョギング等）
と筋力増強運動などのレジスタンス運動（例：
スクワット、腹筋等）を組み合わせ、そこにバ
ランス運動（例：片足立位保持、ステップ運動等）
を取り入れることが勧められています。
　食事療法では栄養バランスの良い食事、良質
なタンパク質の摂取が重要と言われています。
糖尿病の食事療法は近年個別化が求められ、
サルコペニア予防のため設定が変わってきてい
ます。詳しくは「糖尿病治療ガイド 2020-2021」
をご参照ください。
　現在コロナ禍ではサルコペニア・フレイルが
増えやすい環境になってしまっています。患者
さんに食事・運動療法を組み合わせて指導し、
筋肉を落とさず、健康的に生活できるように
していきましょう。

　2021年1月15日に第286回医療連携医科研
修会を初めてWebで開催し、どうにか無事に
終えることができました。先生方も診療が終
わって、一休みしているときに自宅、もしくは
クリニックで参加ができるので良い点もありま
すが、講演する側からすると、先生方の反応
が見えない分、ちゃんと伝わっているのか不安
なこともありました。ですがチャットでコメント
していただいた先生もおり、これもまた新しい
形として続くのかなと思いました。

筋肉量チェック！

指輪っかテスト：ふくらはぎの自己評価

低い サルコペニアの危険度

囲めない ちょうど囲める 隙間ができる
出典：東京大学高齢社会総合研究機構（2015年）

高い

① 筋肉量 
　・指輪っかテストで隙間はありませんか？ 

 ② 筋力 
　・ペットボトルの蓋を開けることができますか？ 

 ③ 身体機能 
　・信号機が青の間にわたり切れますか？ 
　・片脚で立ち上がることができますか？ 
　・手すりを使わないと階段を
　　のぼれませんか？ 

手順①親指と人差し指
で「指輪っか」をつくる

手順②ふくらはぎの一番
太い部分に当ててみる

資料１ 資料2
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第288回 医療連携医科研修会　2021年6月10日（木）　午後7時30分～

「当院におけるハイリスク母子への支援
　　　　　　　－赤ちゃんにやさしい病院を目指して－」
 新生児科 医長　岡田　真衣子

〇開催方法は感染状況に応じて、現地開催、web開催、現地とwebの併用開催のいずれかとなります。
　開催日近くになりましたらご案内チラシにてご連絡させていただきます。 
〇参加費用は無料で、事前申込みが必要です。
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。そのため、人数制限をさせて
いただきます。
　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。  

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
薬事研修会

医 療 連 携
医科研修会
医 療 連 携
医科研修会

第81回 医療連携薬事研修会　2021年6月16日（水）　午後7時30分～

「リウマチ薬の使い方：生物製剤とMTXを中心に」 
 リウマチ膠原病科 医長　木村　万希子

医 療 連 携
医科研修会
医 療 連 携
歯科研修会

第67回 医療連携歯科研修会　2021年5月18日（火）　午後7時30分～

「歯科診療における偶発症 （全身的及び局所的）」 （※第66回と同内容）  
 　 口腔科 部長　田中　潤一 現地開催

〈糖尿病基礎講習〉
＊水曜日
  4/7 　4/21 　5/12 　5/26　 6/9　 6/23
  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（4/8　4/22　5/13　5/27　6/10　6/24）  
　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（4/9　4/23　5/14　5/28　6/11　6/25） 
　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4月～6月）糖尿病基礎講習・糖尿病教室のご案内（令和３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）

　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

4～6月4～6月


