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就任のご挨拶
副院長

澁谷 和彦

本年 4 月 1 日付で墨東病院へ異動された藤木副院

を受けることが出来まし

長の後任として小児総合医療センターから参りまし

た。その後、全国の先生方

た。どうか宜しく御願い申し上げます。2007 年に

に同検査の実績を積んで頂

長年勤務した東京大学附属病院から東京都立八王子

いたことが 2010 年の保険収載に繋がったのです。

小児病院へ異動して、今年で都立病院の勤務は 12

上記のような経緯もありまして、胎児心臓の出生前

年目となります。2010 年に八王子小児病院、清瀬

診断は私のライフワークになっております。現在は、

小児病院、梅ヶ丘病院、府中病院小児科が統合して

大塚病院産婦人科にて胎児心エコー外来（胎児心臓

小児総合医療センターとなる際に、その開設準備委

精査外来）を開設しています。もし胎児の心臓が少

員会にメンバーとして参加いたしました。全く異な

しでも心配な時には、当院産婦人科に御紹介を頂け

る 4 施設を 1 つに統合するには、使用する医薬品、

れば幸いです。また、当院小児科にて一般の心臓外

診療材料、治療方針、マニュアル等も統一しなけれ

来も開設しておりますので、小児の心臓に関するこ

ばならず、想像以上に大変な事業でしたが、本当に

とは何でもご相談ください。

良い経験をさせて頂いたと思っております。

大塚病院は、地域の医療連携を大切にして歩んで

私の専門は、小児の循環器です。大学病院勤務中

きた歴史があります。その良き伝統を守りながら、地

にトロント小児病院の PICU および Cardiology に

域医療に少しでも貢献することが出来きますように微

Clinical Fellow として 3 年半留学する機会を得て、

力ながら頑張ってまいります。今後とも皆様方から御

その際に胎児心エコー検査による心臓の出生前診断

支援を頂けますように宜しく御願い申し上げます。

を学びました。1995 年に帰国して、東京大学産婦
人科の先生方から御協力を頂いて胎児心エコー外来
を開設した後に、所属していた日本胎児心臓病研究
会（現学会）から支援を頂きながら、胎児心エコー
検査を 先進医療 として厚生労働省に申請し認可

【

胎児心臓精査外来 ※ 毎週月曜日午後
小 児 心 臓 外 来 毎週木曜日午後

】

澁 谷 副 院 長 の 外 来を上 記のとおり開 設しています。

※「胎児心臓精査外来」の前に産婦人科外来を受診して頂いております。

ご予約は

03-3941-7468（医療連携）まで

大 規 模 改 修 工 事 につ い て
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 副院長

記録的な猛暑だった今年の夏もようやく終わり、

辻井 俊彦

来を順次改修してまいります。工事期間中も各診療

実りの秋を迎えます。先生方には日頃、医療連携に

科の外来診療は規模を縮小せず継続いたします。患

多大なるご支援ご協力をいただき、誠にありがとう

者支援センターも患者相談室の拡張など充実強化を

ございます。

図ります。病棟の改修は平成 32年度（2020年度）か

さて大塚病院の大規模改修も着工後、約1年がたち
ました。これまでの工事の進捗状況や今後の予定に

らとなる予定です。
第一期工事は限られたエリアの工事ですので、騒音
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ついてご説明させていただきます。今回の改修は、

や振動もリハビリ科を受診される患者さん以外はほと

築30年が経過して老朽化した配管などの設備更新が

んど気づかない程度ですが、第二期工事になりますと、

第一の目的ですが、周産期医療、小児医療の強化、

改修の範囲が広がるため、工事車両の出入りや資材の

在宅医療支援の推進、アメニティの改善も盛り込ん

運搬などが頻繁となり、工事に伴う振動や騒音が避け

でおります。

られません。安全第一で工事を進めるとともに、でき

現在、第一期工事として、地下一階のリハビリエ
リアのリニューアルを進めています。回復期リハビ
リから急性期リハビリへの診療機能変更にともなっ

るだけ患者さんや周辺の住民の方々にご迷惑がかから
ないように工程を調整しております。
改修工事の進捗状況については今後も連携通信や

て、地下一階のリハビリPT室を約3分の２に縮小し、

研修会などの場でご報告してまいります。改修工事

余ったスペースに新たに外来診察室を設置し、脳神

に関するご質問、ご要望などがございましたら、い

経外科、麻酔科などを移転します。

つでも医療連携担当を通じてお申しつけください。

第二期工事は来年春の着工に向けて実施設計を
着々と進めています。外来部門は移転した脳神経外

今後とも大塚病院へのご指導、ご支援をよろしくお
願い申し上げます。

科、麻酔科エリアをバッファーとして、各診療科外

大塚病院

やすらぎ合唱団院内コンサート

大塚病院やすらぎ合唱団は、院内合唱団として平
成 24 年より活動しています。
これまで、緩和ケア週間（10 月）や、クリスマス
イベント（12 月）、母乳育児支援イベント（育フェス）
などに参加してきました。団員は、医師、看護師、コ
メディカル、事務、患者さんやそのご家族等、様々です。
6 月 16 日（土）にやすらぎ合唱団の第 5 回定期
演奏会が開催されました。音楽家の村澤健一、緑川
まり夫妻をゲストに迎え、病院全体が美しいハーモニ
ーに包まれました。患者さんやそのご家 族を含め、
100 人以上の来場者と団員が一体となり、大盛況の
うちに幕を閉じました。

地域の先生方も、もちろん参加可能です。ご興味
がありましたらぜひ一緒に歌いましょう。
新生児科医長

藤中

平成30年9月

認定看護師による出張勉強会のご案内
大塚病院では各分野の認定看護師が訪問看護ステーションや施設を対象に、出張勉強会を行って
います。是非、ご活用いただきますようお願いいたします。

分野名
皮膚・排泄ケア

勉強会内容（例）
基本的なスキンケア、創傷の見方、軟膏の選択
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

集中ケア

フィジカルアセスメント、急変前の前兆、気づき
人工呼吸器管理とケア、最新の術前・術後看護のポイント、ドレーン管理
家族看護、急性期患者の意思決定支援

感染管理

標準予防策の基本（手指衛生、個人防護具など）
薬剤耐性菌の感染対策、疥癬の感染対策
冬季感染症について（インフルエンザ・ノロウイルス等）

緩和ケア

緩和ケア（全人的苦痛）
意思決定支援、終末期の家族ケア、バッドニュースの伝え方
エンゼルケア、エンゼルメイク

がん化学療法看護

がん性疼痛看護
感染管理

新生児集中ケア

手術看護

摂食・
嚥下障害看護

化学療法の作用・副作用、内服抗がん剤の管理
支持療法について、血管外漏出について、曝露対策
セルフケア支援
がん性疼痛マネジメント（アセスメント・薬物療法・リラクセーション）
呼吸困難感のケア、消化器症状のケア、倦怠感のケア
標準予防策の基本（手指衛生、個人防護具など）
薬剤耐性菌の感染対策、疥癬の感染対策
冬季感染症について（インフルエンザ・ノロウイルス等）
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予防方法
新生児蘇生法について
手術を受ける患者の心理
術中体位、皮膚・神経障害について
ラテックスアレルギーについて
摂食嚥下障害とは
（小児の成長や高齢者の加齢に伴う問題、疾患に関与するもの等）
誤嚥性肺炎予防、窒息予防、嚥下食について
食事介助のポイント、とろみ調整食品（増粘剤）の使用方法と注意点

認知症看護

認知症の定義、疾患と治療
認知症の中核症状と行動心理症状（ＢＰＳＤ）の対応
認知症の人との接し方

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）

※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。

「出張勉強会についての問い合わせ」と
言っていただくとスムーズにつながります。

東京都立大塚病院看護部

ぶ ら

武良

TEL：03-3941-3211（内線 2251）

2018

2019

9 〜1
月

月

医療連携研修会のご案内

医療連携
医科研修会
歯科研修会

第63回 医療連携歯科研修会 平成30年11月13日（火） 午後7時30分〜午後9時00分 ５階大講堂にて

医療連携
医科研修会

第278回 医療連携医科研修会 平成30年10月11日（木） 午後7時30分〜午後９時00分 ５階大講堂にて

「現代病としての睡眠時無呼吸症候群」

耳鼻咽喉科 医長

「オーラルフレイルと周術期口腔ケア」

口腔科 医員

井出

市川

里香

秀樹

・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279回 医療連携医科研修会 平成31年1月17日（木） 午後7時30分〜午後９時00分 ５階大講堂にて

「高齢者糖尿病の管理」
「慢性腎臓病の医療連携」

内科 医長
内科 医長

中村
吉川

佳子
桃乃

・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
薬事研修会

第77回 医療連携薬事研修会 平成30年12月12日（水） 午後7時30分〜午後９時00分 ５階大講堂にて

「高齢慢性疼痛疾患の管理と対策」

整形外科 部長

三部

順也

・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。

※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。

お世話に
なりました

平成30年6月30日付退職

外科医長

杉本

斉

平成30年8月31日付退職

内科医長

笠畑

尚喜

外

細矢

徳子

平成30年5月1日付採用

よろしく
平成30年7月1日付採用
お願いします
平成30年9月1日付採用

科

泌尿器科
医
長

早稲田 悠馬

整形外科

依藤 麻紀子

小児科

安田

幹

泌尿器科

河野

友亮

小児科

木内

英

リウマチ
膠原病科

室田

敦子

糖尿病基礎講習・糖尿病教室のご案内（H30年10月〜12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。

〈糖尿病基礎講習〉

＊水曜日
10/10 10/24 11/7 11/28 12/5 12/19
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。

内科医長

〈糖尿病教室〉

中村 佳子

＊木・金曜日 午後３時から ５階小講堂にて
第1回（10/11 10/25 11/8 11/29 12/6 12/20）
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（10/12 10/26 11/9 11/30 12/7 12/21）
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。

当院は緊急の場合を 【予約専用電話】03
（3941）5489
除き原則予約制です。 受付時間は〈月〜金〉9：00〜17：00 〈土〉9：00〜12：30

緊急・休日・夜間の場合【代表電話】03
（3941）3211

医療連携についての
お問い合わせ

緊急診療依頼直通電話

医事課 医療連携担当

03（3941）7468（直通）
03（3941）3211（内線2138）
03（3941）7890
受付時間は〈月〜金〉9：00〜20：00

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。

平成30年度登録第42号

