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　新型コロナウィルス感染症の第7波の真最中に執筆
しています。都内の患者発生数は若干減少してきて
いますが、死亡者数の減少は見られずまだまだ油断
できない状況です。今回は患者数の多さはもちろん
のことですが、出勤停止となる職員が多く発生して
しまい病院運営にも影響が少なからず生じてしまい
ました。一般病棟のコロナ専用病棟への転換に加え、
7月から老朽化した病棟の改修工事が始まりました。
入院診療を継続しながらの3期に分けての改修であ
り、令和5年度後半まで病床数減の中でコロナ診療
と一般診療を行うという難しい取り組みとなりまし
た。改修後は個室の増加や全ての病室に洗面とトイ
レを設置するなど療養環境は相当改善いたします。
皆様方の施設にもコロナにより様々な影響が生じて
いるものと思いますが、連携を密にとりつつお互い
の難局を乗り切っていきたいと考えております。
　さて令和4年7月1日付で大塚病院は他の都立病院
や東京都保健医療公社の病院と共に地方独立行政法
人「東京都立病院機構」に移行しました。移行して
も行政的医療を含む当院の重点医療に変わりはあり
ません。ただ限られた中ではありますが、今までよ
りも予算の執行や人員の配置において病院裁量の幅
が広がることとなり、臨機応変な機動的対応ができ
るようになります。地域の医療連携に資する場合に
は医師だけでなく他の職種の職員の派遣（外勤）も
可能です。専門性を持った職員の派遣を希望される

方は、一度当院にご照会いた
だければと思います。
　昨年からのコロナ後遺症に
関する電話相談に引き続き、今年度は医療的ケア児
支援センターの開設を予定しています。今年度は医
療的ケア児の様々な問題に対し家族・関係機関から
の相談に応じる体制を整えることとなり現在職員の
採用・研修などを行っています。来年度以降は相談
機能に加え、支援に携わる人材の育成も予定されて
います。当初から機能を十分に果たすことはなかな
か難しいと思いますが、充実を図ってまいりたいと
考えておりますのでご支援ご鞭撻をお願いいたしま
す。
　コロナ以外の診療も一部制限があるものの継続し
てまいります。周産期や小児医療は当院の重点医療
の一つであり、今後も制限せず積極的に対応いたし
ます。成人・一般用の病床数はコロナ転用もありタ
イトな運用となっていますが、ご紹介患者には可能
な限り対応いたしますのでご利用下さい。緊急診療
依頼直通電話（ゴールド電話：03-3941-7890）も
引き続き運用しています。現在平日夜間20時まで、
土曜日は12時までの運用です。誠に申し訳ありま
せんが少人数医師の診療科は夕方17時以降と土曜
日は不在等で対応が困難なこともございます。
　以上お願いばかりで申し訳ありません。皆様の
ご理解とご協力・ご支援をお願いいたします。

地方独立行政法人に移行しました
院長　 松本　潤
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　当院ではこれまでも脳卒中の患者さんを受

け入れてきましたが、救急隊の到着後、少し

でも早く治療を開始するために継続して院内

各部署の連携強化に力を入れております。

　その一環として、LVO（脳主幹動脈急性閉

塞）疑い症例では、これまで受け入れ時に行

っていた各部署への電話連絡を全館一斉放送

へと切り替えることにより、患者さん移動の

時間短縮を図り、検査科、放射線科などの部

門も一斉に連動してスムーズに受け入れ準備

を行えるようにしました。

　今回の模擬患者訓練では、現行プロトコル

の確認と問題点の洗い出しを目的として行い

ましたので、各所からの意見や反省をもとに

改訂を実施し、患者さんのＱＯＬ向上に向け

た活動を継続してまいります。

　今回が２回目の模擬患者訓練となりますが、一番の目的は病院
到着からｔＰＡ投与までの時間、カテーテル室での穿刺までの時間、
血栓回収までの時間を短縮することにあります。患者さんを中心
に考えますと、発症から病院到着、発症からｔPA投与、発症から
血栓回収までの時間を短縮することが重要となります。医療連携
により普段から大塚病院を支えていただいている地域の先生方に
おかれましては、この点をご理解いただき、さらなる地域住民の皆様
への脳卒中に対する啓蒙をお願い申し上げます。

脳神経外科

脳神経外科部長

大坪　豊

脳卒中模擬患者訓練を実施しました
6月1 4日



　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、ご活用ください。
　今年度もリモート型での勉強会に対応できます。是非ご相談ください。

分野名

感染管理

新型コロナウイルス感染症の対応・相談（現地に赴きアドバイスもできます） 
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

救急看護
BLS（一時救命処置）や急変対応、外傷看護や災害看護
救急外来トリアージ、減災対策など救急・災害に関すること

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）

※謝金は発生いたしません。時間や日程につきましては、ご相談させて頂きます。

大塚病院看護部：小倉
TEL：03-3941-3211（内線2252）

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

ご依頼の際には「出張勉強会の問い合わせ」と伝えて
頂きますとスムーズに看護部の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
令和４年７月



令和４年度登録第22号

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。

　　　　　

第294回 医療連携医科研修会　2022年10月13日（木）　午後7時30分～午後8時30分

「新規心不全薬の使い方」 内科（循環器）医長　弓場　隆生

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84回 医療連携薬事研修会　2022年12月21日（水）　午後7時30分～午後8時30分

「気管支喘息・COPD」 内科（呼吸器）部長　藤江　俊秀

医 療 連 携
医科研修会
医 療 連 携
歯科研修会

第70回 医療連携歯科研修会　2022年11月15日（火）　午後7時30分～午後9時00分

「睡眠時無呼吸症候群」 　　　 耳鼻咽喉科 医長　井出　里香／口腔科 部長　伊藤　亜希

医療連携研修会のご案内医療連携研修会のご案内

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地域連携支援グループ担当へお願いいたします。

患者・地域サポートセンター 地域連携支援グループ 担当

03（3941）7890　緊急診療依頼直通電話
（Dr to Dr）

糖尿病基礎講習・糖尿病教室のご案内（令和4年10月～12月）
　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
お渡ししています。ぜひ、ご出席ください。   ※感染状況によっては、中止になる場合もありますので、ご了承ください。 

内科医長  中村  佳子

〈糖尿病基礎講習〉
＊水曜日
  10/12　 11/16　 12/７
  ※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
　第1回（10/13　 11/17　 12/８）  
　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（10/14　 11/18　 12/９） 
　⑤毎日ここを気を付けよう 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。

10月・11月は５階 小講堂、12月は２階 第２会議室

　

　

お世話に
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よろしく
お願いします
よろしく

お願いします
よろしく

お願いします

令和４年６月30日付  退職 皮膚科医員　　　野嶋  浩平

令和４年７月１日付  採用
皮膚科医員　　　村島　隆之
口腔科医員　　　渡邉　美貴

10～12月10～12月


