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地域連携型認知症疾患医療センター

病院案内

交通アクセス

お車をご利用の場合

電車・無料送迎バスをご利用の場合
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4番のりば：神奈中バス［鶴21・22系統］
鶴川駅行『真光寺』バス停下車  徒歩8分

無料送迎バス　約8分
路線バス　　　約14分

1番のりば：神奈中バス［鶴21系統］
若葉台駅行『真光寺』バス停下車  徒歩8分
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〒195-0051
http:/www.tsurusana.com/ホームページ

042-735-2222

042-735-2264

総合受付電話番号

FAX番号東京都町田市真光寺町197

東京都指定
地域連携型 認知症疾患医療センター

病院HP

無料送迎バスの
運行時間は

こちらのQRコードより
確認できます
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安心と信頼の医療サービスの提供

● 環境の整った、安全で質の高い医療・介護を提供します

● 高齢者への医療・介護を通して、地域社会に貢献します

● 積極的に地域連携に取り組みます

● 上質な医療・介護を維持するために職員は常に研鑽に努めます

● 健全な経営を基盤とし、この地域で医療を継続提供します

院  長 林  重光

院長　ごあいさつ

　世界でも類をみない高齢化率の我が国において、高齢者に対する医療は見本が無く、

今後は高齢化が進む国々にとっての格好のお手本となり、病気を治すのみでなく、治ら

ぬ病気と上手に付き合う方法を提供していかなくてはなりません。同時に、高齢者は複

数の併存疾患を有し、また近年は生活環境として独居や高齢世帯の増加もあり、医療介

護連携をさらに展開させながら、高齢者とそのご家族の身体面・精神面・環境面等、多

方面から、地域の皆さまのニーズに応じた医療を提供する責務があると考えております。

　令和元年、認知症施策推進大綱が発表され、我が国は認知症施策の新たなステージと

して、認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられる『共生』を目指し、

その基盤のもと、通いの場の拡大など『予防』の取り組みを進めていくことを掲げました。

認知症疾患医療センターとして、認知症初期集中支援事業、認知症カフェ、新設した

MCI( 軽度認知障害 ) トレーニングスタジオ等、この地域において、生活人として希望を

持ってご本人さま「らしく」日々を過ごせるよう、個別性の高いプランを多職種にて考え、

切れ目のない医療支援体制と地域連携体制の構築を進めて行く所存です。

患者さまやそのご家族に常に笑顔で向き合う病院作りを使命として、職員全員で取り

組んでまいります。

患者さまの権利と責務

1. 個人として尊重され、良質な医療を公平に受ける権利

2. 十分な説明と情報提供を受ける権利

3. 自らの意思で選択・決定する権利

4. 個人情報やプライバシーを保護される権利

5. 治療に関して、主治医以外の医師の意見を聞く権利

患者さまの権利

1. 医療者側に情報を知らせる義務

2. 理解できるまで質問する義務

3. 医療に意欲を持って取り組む義務

4. 規則と指示を守る義務

患者さまの義務

1F

2F

3F

4F

5F

6F

7F

●管理部門

●MR I 室

●医療相談室  ●言語聴覚室  

●CT 室●栄養科  ●検査科

●放射線科  ●  X - T V 室

●受付  ●入退院受付

●外来  ●薬局  ●ASMO

●通所リハビリテーション

●理学療法室  ●作業療法室

●保育所  ●職員食堂  ●会議室

●療養病棟（43 床）

・特殊浴槽 1 台  ●心理検査室

●療養病棟（4２床）

・特殊浴槽 1 台

●療養病棟（4２床）

・特殊浴槽 1 台・個人浴槽 2 台

●障害者施設等病棟（42 床）

・特殊浴槽 1 台  ●心理室

●障害者施設等病棟（39 床）

北　棟 中央棟 南　棟

●内視鏡室　●中央材料室

●認知症身体合併症治療

　病棟［精神病棟］( 5 2 床）

●認知症治療病棟（57 床）

・特殊浴槽 2 台  ・個人浴槽 1 台  ・車いす用浴槽 1 台

●認知症治療病棟（60 床）

●認知症治療病棟（55 床）

●認知症身体合併症治療

　病棟［精神病棟］( 6 0 床）

●認知症身体合併症治療

　病棟［精神病棟］( 3 6 床）

●認知症治療病棟（59 床）

・個人浴槽 3 台

フロア案内

イートインスペース

ナースステーション

コンビニエンスストア

薬　局 病　棟（多床棟）

機械浴槽

X-TV 室

病棟（個室）

検査科

( 医局・総務課・広報企画室 )

病院概要

基準・指定など

開　設 昭和 48 年 12 月 13 日

診療科目 内科、精神科

  老年内科、老年精神科

精神科病棟 379 床
（うち認知症治療病棟 231 床）
療養病棟 127 床
障害者施設等病棟 81 床
疾患別リハビリテーション
（脳血管疾患等リハビリテーションⅠ・運動器リハビリテー
ションⅠ・呼吸器リハビリテーションⅠ）
精神科作業療法
認知症患者リハビリテーション
通所リハビリテーション
東京都災害拠点連携病院
指定自立支援医療機関 ( 精神通院医療 )
生活保護指定医療機関
医療保護施設
結核指定医療機関
戦傷病者特別援護法指定医療機関
原子爆弾被爆者一般疾病医療機関
公害医療機関
日本臨床栄養代謝学会認定教育施設
(NST 稼働施設認定 )
日本老年精神医学会認定施設
日本老年医学会認定施設
町田市認知症事業協力病院
東京都指定認知症疾患医療センター ( 地域連携型 )
日本医療機能評価機構認定病院

院　長 林　 重光

病床数 587 床

理事長 中村 哲也

1Fフロアマップ 外来診察室 受付

正面玄関

イートイン

通所リハビリ
ASMO

入退院
受付薬局

医療
相談室検査科

相談
スペース

MRI 室

言語
聴覚室

放射線科

管理部門

X‒TV 室

栄
養
科

コンビニ

MRI
待合室 居宅

支援
事業所

入院入口
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リハビリテーション科内科 / 老年内科

個別療法

脳卒中などの脳血管疾患、パーキンソン病な

どの神経難病、骨折や関節症などの整形疾患、

さらに認知症の患者さまに対しても個別でリ

ハビリテーションを行ないます。リハビリテー

ションでは、患者さまの身体の状態を評価し、

その評価に応じた適切な訓練プログラムを実

施します。具体的には、リハビリ室においてマ

シーンや運動器具を使用した運動療法や物

リハビリテーション科では、「生活機能の維持向上に向けた支援をあきらめず、人生に笑顔を与える」という理念のもと、主に慢性期 (維

持期 )の脳血管障害・運動器障害・中枢神経難病の患者さまを対象に、疾患・老化に起因する能力低下を防ぎ、ADL( 日常生活動作 )・QOL( 生
活の質 ) の向上を目指しています。

理療法を中心に行ない、必要に応じて病室での訓練も実施しています。

また、退院後の生活を考え、ご自宅を訪問しての家屋評価を行なうなど、退院支援にも取り組んでいます。

集団療法

認知症の患者さまを対象に、病棟や作業療法

室にて作業療法士を中心に多職種で集団活

動を行ないます。主な活動内容は体操、音楽､

ゲーム、回想療法、生け花、書道、手作業､

調理、季節の行事などです。

さまざまな活動を通じて、患者さまの認知機

能面の維持・向上、情動の安定、能力の発揮

などを図り、「その人らしく」より良い生活が

送れるよう支援します。

摂食嚥下療法・言語療法

摂食嚥下療法では、言語聴覚士が患者さまの

飲み込みの状態を評価し、それに応じた食形

態を提供しています。より安全な栄養摂取、

そして、食べる楽しみを維持・向上できるよう

に支援します。言語療法は、脳卒中などにより

言語障害を患った患者さまに対し、個別で言

語療法を実施し、コミュニケーション能力の改

善を図ります。

生活習慣病から高齢者の終末期医療までの幅広い領域に対応しております。

認知機能障害・虚弱・低栄養・身体機能障害などの高齢者特有の問題に対しては、一般的な臓

器別診療では対応が困難なケースも多いため、当院では高齢者の総合的な内科診療を行なって

おります。

入院診療におきましては、高齢者の人生を視野に入れ、個々に寄り添える診療の実現に努めて

います。そのために、医師・看護師だけでなく、薬剤師・臨床心理士・管理栄養士・理学療法士･

作業療法士・言語聴覚士など、多職種によるチーム医療を積極的に構築し、それぞれの専門性を

重視した診療を行なっています。

主に高齢者を対象に、認知症の鑑別診断や、認知症に伴う精神症状の治療を行なっております。

認知症診療は薬物療法だけでなく、患者さまの生活支援を行なうための相談や助言などもあわせ

ておこないます。自宅や施設で過ごすことが困難になった方に対しては、入院治療も行ないます。

「もの忘れが多い…」と不安を感じる方や「認知症では？」と気になる方などは、お早めにご相談く

ださい。

精神科 / 老年精神科 (もの忘れ外来)

医療相談室

内科 / 老年内科

精神科 / 老年精神科(もの忘れ外来) ※精神科 / 老年精神科(もの忘れ外来)は予約制です

医療相談室では、患者さまやご家族の抱える社会生活の問題や悩みに対して、精神保健福祉士･

社会福祉士の資格を持つソーシャルワーカーが相談援助を行なっております。

各種公的制度、介護・福祉のサービスや家族支援団体などの利用案内及び調整を行ない、必要

に応じて他機関とも連携を図りながら、安心して療養生活を継続できるように援助いたします。

どうぞお気軽にご相談下さい。

電話番号 FAX番号042-737-1270 042-735-2381( 直通 ) ( 直通 ) メール soudan3710@ims.gr.jp
※土曜午後、日曜、祝日はお休みです。　※事前にご予約をいただくと、スムーズにご相談をお受けできます。

初診受付

再診受付

受
付
時
間

平　日 土　曜

9：00 11：30～

13：30 15：30～
9：00 12：00～

13：30 16：00～

9：00 11：30～

9：00 12：00～

午後休診

午後休診

利用できる福祉施設やサービスを知りたい
入院費や生活費が心配
退院後の生活に不安がある
家庭での心配事、家族関係で悩んでいる
介護保険のことがよく分からない

予約制

受付時間
平日
土曜

9：00 17：00～
9：00 12：15～

こんなことでお困りではありませんか？
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1.5T MRI東京都指定認知症疾患医療センター

当院では、東京都から指定を受け、平成27年9月より

認知症疾患医療センター事業を行なっております。

東京都では、認知症の人とその家族を支援する体制を

各地域に隙間なく構築するため、保健医療・介護機関

の連携の推進役である＂認知症疾患医療センター”

の整備を都内全区市町村に進めています。当院は

「地域連携型認知症疾患医療センター」として、二次

保健医療圏を単位とした「地域拠点型認知症疾患医

療センター」と連携を図りながら、地域の認知症医

療体制の構築を進めていくこととなります。

本事業は、地域の保健医療・介護機関や行政などと

連携を図りながら、認知症の専門医療相談、鑑別診断

と初期対応、身体合併症と行動・心理症状への対応、

地域連携の推進や町田市の認知症施策への協力など

を実施し、認知症の人とそのご家族が安心して暮ら

せる地域づくりの推進を目的としています。

東京都指定認知症疾患医療センター（鶴川サナトリウム病院）

かかりつけ医 介護・福祉事業者高齢者支援センター

連携 連携連携ご本人・ご家族

相談 相談

相談診断

町田市

専門医療相談（電話・面談）

専門の相談員（精神保健福祉士）が、ご本人やご家族からの認知症に関する相談

に対応します。関係機関（介護事業所、在宅医療に携わる事業者）からの相談に

も対応します。

鑑別診断と初期対応

専門の医師による鑑別診断を行ない、医療・介護・生活支援等の必要な支援に結

び付けます。また、かかりつけ医と連携を図り、鑑別診断後の経過観察において

必要な支援を行ないます。

身体合併症や行動・心理症状への対応
当院は「精神科・老年精神科」と「内科・老年内科」を併設しており、認知症の

専門治療と老年内科疾患を同時に治療することができる体制を整えています。

地域連携の推進
町田市が開催する認知症に関連する会議などに協力し、町田市とともに、高齢者

支援センター、認知症サポート医、かかりつけ医、医師会、介護保健事業所、家

族会をはじめ、認知症の人の支援に携わる関係者のネットワークづくりを推進し

連携強化を図ります。

研修会の協力・情報発信

行政や医師会などの関係機関が開く研修会に積極的に協力し、また自らも研修会

を主催するととともに、地域住民の方々に対して認知症についての理解促進に向

けた普及啓発を行ないます。

お電話でのご相談

0120-115-513
turusana-support@ims.gr.jp［受付時間］平日/ 9：00～17：00　土曜/ 9：00～12：00

メールでのご相談

［協力支援体制］

町田市の認知症高齢者等に関する総合生活相談事業の協力病院として事業提携し、医師や臨床心理士などを派遣して活動をしています

● 町田市　認知症初期集中支援チーム　▶　医師・看護師・臨床心理士の派遣
● 町田市　医師によるもの忘れ相談　▶　精神科医師の派遣（月 4回、4ヶ所）
● 町田市　臨床心理士による介護者等相談　▶　臨床心理士の派遣（月 4回、4カ所）

町田市認知症事業協力病院

栄養サポートチーム

①

(NST：Nutrition Support Team)

①

当院の栄養サポートチーム（NST）は、2002 年より活動の実績があり、2004 年には日本臨床栄

養代謝学会の初回NST稼働認定を受けて栄養改善に取り組んでいます。また、2006 年には日本

臨床栄養代謝学会NST専門療法士教育認定施設に認定され、定期的に実地修練を開催しています。

チームは、医師・看護師・管理栄養士・薬剤師・理学療法士・作業療法士・精神保健福祉士など、

多職種により構成され、入院された患者さまが、治療の効果が十分に得られるよう栄養管理面か

らサポートをし、入院生活を支えています。

栄養サポートチーム専門療法士（NST専門療法士）実地修練の受講については、ホームページか

らお申し込みができます。

▶

最新の高磁場 1.5 テスラのMRI システムを導入しています。このMRI システムは最新のアプリケーション（VSRAD、MRA、ASL）が

使えるとともに、患者さまにやさしいMRI システムとなっております。

MRI システムの特徴

広さ

静かさ

患者さまに入っていただ
く空間を広く圧迫感のな
い設計です

従来に比べて検査時の騒
音を 1/10 程度まで下げ
ています

VSRAD撮影 アルツハイマー型認知症（AD）とレビー小体型認知症（DLB）の鑑別診断を支援する画像処理・統計解析が
可能です。

在宅支援 

訪問リハビリテーション通所リハビリテーション居宅介護支援事業所

介護サービスの調整役として、介護サービス
の具体的な居宅サービス計画（ケアプラン）を
作成いたします。

在宅の高齢者に、可能な限り地域で過ごすこと
ができるように自立のお手伝いをいたします。

生活環境に沿った訓練を自宅でおこない、在
宅生活を支えるお手伝いをいたします。

介護保険制度で要介護・要支援の認定を受けている方を対象とした、在宅生活における身体機能の維持・向上を支援するサービスに

取り組んでおります。

(介護保険事業）

（地域連携型）
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