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　当院の介護福祉士・看護補助者のスタッフをご紹介します。
　介護福祉士は国家資格を持ち介護の専門職として当院では
主として回復期リハビリ病棟で活躍しています。日常生活動作
の取得のために生活の中にリハビリを取り入れた援助やリクリ
エーションを実践しています。
　回復期リハビリ病棟に入院したばかりの患者さまも介護福
祉士の手厚い介護支援により退院時には日常生活動作の再獲
得が出来ています。
　看護補助者は、ベッドメーキングや患者さまのご案内、病院食
の配膳など幅広い業務を行い、患者様が入院生活を送る上で
無くてはならないスタッフです。看護補助者には特に資格など
は不要ですが、医療従事者としての自覚を持ち医療チームの一
人として活躍する「縁の下の力持ち」です。
　介護福祉士・看護補助者共に主任がおり、適切なリーダー
シップを発揮しながら日々業務改善・接遇・学習・教育等に取り
組んでいます。

　令和4年9月、金井副院長(兼救急科部長)および救急セン
ター石田看護師が、長年にわたり救急業務へ多大な貢献をした
として、東京消防庁より表彰を受けました。また同月、救急セン

ター佐藤看護師も、日ごろからの救急業務に対する尽力が認め
られ、中野区救急業務連絡協議会より表彰を受けました。この
表彰を励みに、さらなる医療の質の向上に努めて参ります。
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東京警察病院脳血管内治療科の特徴
　脳血管内治療科は全国でも珍しい、脳血管内治療、脳卒中診
療を専門とする診療科として、現在副院長の佐藤博明部長を中
心に脳卒中センターの中核を担っております。
　平成30年に脳卒中循環器病対策基本法が制定され、全国の一
次脳卒中センター（PSC）が設定されましたが、本年度から当院
は急性期脳梗塞のカテーテル治療である脳血栓回収術に常時対
応できる施設（PSCコア施設）として認定を受けました。現在3名
の脳神経血管内治療専門医を中心に、脳梗塞の脳血栓回収術や
クモ膜下出血に対する動脈瘤コイル塞栓術をはじめとする緊急
脳血管内治療を常時即応で行なっております。
　また当院最大の特徴である都内最大規模の脳卒中急性期専
用病棟である脳卒中ケアユニット（SCU）を脳神経外科と共同で
運用することで、カテーテル手術の適応とならない症例も含め、
全ての脳卒中を受け入れております。リハビリテーションについて
もSCUでの急性期リハビリから一般病棟および回復期リハビリ
病棟にスムースに移行する体制を整えており、超急性期高度治
療から回復期リハビリまで、脳卒中のワンストップ・シームレス医
療を実現しております。

脳血管内治療科で取り組む最新治療
　脳血管内治療は緊急治療ばかりではありません。未破裂動脈
瘤に対する塞栓術は従来の開頭クリッピング手術と比較すると
低侵襲・迅速に行うことが可能な予防治療としてのカテーテル治
療であり、近年は様々な新しいデバイスが開発されて適応症例
が増加しています。
　脳動脈瘤の脳血管内治療の基本は動脈瘤の中にプラチナコイ
ルと呼ばれる金属の糸を詰めて流入する血流を阻害し、血栓化さ
せるものでしたが、動脈瘤内での操作を行う必要があるため、ご
く稀ながら治療中に動脈瘤破裂を誘発する可能性を伴うことが
最大の問題点でした。また瘤の入口が広かったり、瘤が大型だっ
たりした場合は、詰めたコイルに隙間が開いてしまい治癒が得ら
れないまま動脈瘤が拡大してしまうことも問題点でした。これら
の動脈瘤に対する最新治療の一つとしてフローダイバーターステ
ントによる塞栓術が挙げられます。これは特別に網目を細かく編
んだ筒状の金属（フローダイバーターステント）を動脈瘤の入口
の血管に留置することで、血流が動脈の中に流れ込みにくくする
作用（整流効果）を利用して動脈瘤を自然血栓化させる画期的な
治療法で、数年前から日本にも導入され、これまで血管内治療で
も開頭手術でも治癒が難しかった大型・広頸動脈瘤の完全治癒
が可能となりました。当院では2年前よりこの治療に取り組み、
本年は現在まで全国でも有数の治療数を行っております。
　脳血管内治療領域では新しいデバイスの開発により、さら
なる治療法の進歩が期待されております。我々脳血管内治療
科のメンバーは「安全第一」を合言葉に、テクノロジーの進歩
を病気の患者さんに還元できるように治療に励んでいく所存
です。（文責：三木 一徳）

副院長/脳血管内治療科 部長
佐藤　博明
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令和４年度外来満足度調査結果報告
令和4年7月に実施いたしました調査の結果をご報告します。

ご意見への対応
●会計用ファイルは順次新しいものへ切替えを行ってまいります。
●待ち時間の短縮について
11月1日より、採血の待ち時間改善のため、採血受付時間を8時
15分から8時に変更いたしました。

●11月に会計窓口でも外来アンケートを実施いたします。
患者さまの様々なお声に耳を傾けることで、診察だけでなく検
査・会計においてもさらなる業務改善に向けて、引き続き努力し
てまいります。

受診科（各ブロック受付）に外来受付票を出してから
診察までの待ち時間は？
※診察までの待ち時間を記述いただき、平均値を算出いたしました。

【良い評価をいただいた項目】
●医師や看護師が親切、丁寧な対応で安心できる
●検査技師のスキルが高い
●受付やボランティアの方の対応がきめ細やかで柔軟
●以前よりも待ち時間が改善された　…等
【改善のご要望】
●待ち時間が長い（診療、検査、会計）
●職員の対応、接遇について
●待合席の椅子の座り心地が悪い
●会計用ファイルが使い古されていて不快…等

患者様の性別を
お答えください。

現在の住所は
どちらですか？

当院を受診された理由について
お尋ねします。 （複数回答可）

カテゴリー別満足度
（５段階評価）

患者様の年齢を
お答えください。

今後も当院を
利用されますか。

配布    ５００部
回収    ３２５部
回収率   65%

平均待ち時間　３６分０４秒 
※昨年度比　43秒短縮 

❶他の医療機関からの紹介
❷交通アクセスが良いから
❸医療施設や設備が良いから
❹かかりつけの医師がいるから
❺評判が良いから（家族や知人の勧め）
❻警察関係者だから
❼職員の対応が良いから
❽救急車で搬送された
❾その他
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…44
………………………43
…………………41
……………………18

……………………………………4

❶医師の診療内容などの説明内容や説明の仕方
❷医師の診療・治療内容
❸看護師の説明内容や説明の仕方
❹看護師のケア（看護・介護）
❺検査・放射線技師の説明の仕方
❻事務職員の説明内容や説明の仕方
❼職員の応対や接遇姿勢
❽清掃状態
❾売店（コンビニ）・自動販売機などの使いやすさ・利便性
10案内表示のわかりやすさ
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（票数） （平均点）

回答なし
2%

女　性
39% 男　性

59%

0～19歳 1.21%回答なし
5.23%

80歳以上
14.8%

70～79歳
26.15%

20～29歳 0.92%
30～39歳 4.3%

40～49歳 8%

50～59歳
13.85%

60～69歳
25.54%

する
95%

しない
1%

わからない
4%

自由記載欄のご紹介

杉並区
14.1%

中野区
49.5%他 県

8.9%

その他
16.9%

練馬区5.5%

新宿区3%

板橋区1.2%
渋谷区0.9%

貴重なご意見をいただきありがとうございました。
今後も医療の質の向上と患者さまの満足をめざし、 日々診療を行ってまいります。



東京警察病院 Tokyo Metropolitan Police Hospital News Vol.40

‥‥‥80ｇ
‥‥‥‥‥‥‥適宜
‥‥‥‥‥40ｇ

‥‥‥60ｇ
‥‥‥‥‥160g
‥‥‥‥‥‥1個

魚（白身魚）
酒
しめじ
ほうれん草
カブ
卵白

材料（２人分）
‥‥‥‥小 2/3
‥‥‥‥小 1/2
‥‥‥小 2/3
‥‥‥200cc
‥‥‥‥小 2/3
‥‥お好みで

☆ 酒
☆ 塩
☆ 醤油
☆ 出汁
片栗粉
おろし生姜

‥‥‥120g
‥100g(1/3丁)

‥‥‥‥‥‥80g
‥‥‥‥‥‥40ｇ
‥‥‥‥‥‥20g

‥40g(2枚）

サケ水煮缶
木綿豆腐
白菜
長葱
人参
生しいたけ

材料（２人分）
‥‥‥‥100cc
‥‥‥‥‥‥小 1
‥‥‥‥‥小 2
‥‥‥‥‥小 1
‥‥‥‥お好みで

☆出汁
☆酒
☆味噌
☆みりん
生姜

作り方

当院の病院食のなかでも、この冬おすすめの
身体があたたまるレシピをご紹介します。

「管理
栄養士の健康レシピ」

石狩鍋風煮

❶魚に塩をふり30分程度置き、洗って水気を拭き取る。かぶは洗って
すり下ろしザルで水分を切っておく。
❷卵白を泡立てメレンゲを作り､❶のカブを加えメレンゲをつぶさない
ように軽く混ぜ合わせる。
❸器に酒をふった魚、しめじ、茹でたほうれん草を置き、その上に❷の
カブをふんわりと盛り付け蒸し器で5分程度蒸す。
❹材料のうち☆印を全て入れ煮立たせ、水溶き片栗粉でとろみをつけ、
蒸上がった❸にかけ、好みでおろし生姜を盛り付けける。

作り方

かぶら蒸し

魚は白身魚ならなんでもＯＫです。また魚を鮭に変え
たり、海老･鶏肉に変えても美味しくできます。具材は
お好みできくらげ、生麩、他のきのこなど工夫してみ
てください。
※かぶら蒸しと聞くと一見難しそうですが意外と簡
単です、蒸し器をレンジに変え簡単にできます。レン
ジの場合は4分程度でためしてみて下さい。餡があつ
あつで、たっぷりの生姜を加えて身体の芯から温まり
ます。

ポイント

お手軽にサケ水煮缶を使用しましたが、サケ水煮缶
以外の缶詰でもＯＫです。また鰯のつみれなどでも美
味しくできます。
※病院では鍋を使用できないので器で提供していま
すが、一人用の土鍋に変えて、熱々を召し上がると身
体が温まります。お好みで酒粕や豆板醤を加えてみ
て下さい。

ポイント

❶野菜、生しいたけを味噌以外の☆印を合わせた出汁で煮る。
❷❶が柔らかくなったら好みで生姜、味噌を加えサケ水煮缶を入れて
サッと煮る。
❸器に❷を盛り付け、出汁をかける。

一人分栄養価

一人分栄養価 熱量83kcal / 蛋白質11.8g / 塩分1.70g

熱量158kcal / 蛋白質16.6g / 塩分1.56g


