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立川病院の理念
「質の高い、思いやりのある医療の実践」

目　標

１．医療事故防止を徹底し、安全な医療を提供する
２．患者さんの権利を尊重し、笑顔と優しい言葉で
接する

３．質が高く信頼できる医療提供のため、職員は日々
研鑽する

４．地域医療連携ネットワークを重視した医療を展
開する
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　ご要望などございましたら､地域医療
連携センターまでご連絡をお願いいた
します。

編 集
後 記

先日、わかば地域包括支援センターから依頼があり、学習会の講師をさせていただきました。内容
は、宮岡センター長が「立川病院のしくみについて」、私が「認知症疾患医療センターともの忘れ外
来について」でした。質疑応答の時間では、「入院してもすぐに出ていかないといけないんですよ
ね？」「相談窓口があることを知らなかった」「近所に認知症だろうと思う人がいるけどどうすれば
良いのか…」などの話で盛り上がりました。立川病院　地域医療連携センターとして、より一層　立

川病院や認知症疾患医療センターについて、地域の皆さんに周知させていただき、安心・信頼できる医療を提供して
いかなければならないと実感しました。この学習会を午前と午後の２ヶ所でさせていただき、お昼は「男性のための
料理教室」で地域の皆さんと一緒に昼食をいただきました。皆さんテキパキと料理、配膳、片づけをされていまし
た。メニューは、ちらし寿司・里芋の煮ころがし・みそ汁・抹茶のムースでした。男性がメインですが、90歳代の女
性や夫婦で参加されている方など、30名程の参加者がいらっしゃいました。世間話しをしながら、「みんなで食べる
と一層美味しいね」と和気あいあいとした雰囲気の中、皆さんの笑顔がこぼれていました。こういった活動により、
地域の方たちが顔なじみになりお互いをさりげなく気遣える地域づくりに繋がると思います。普段、病院で勤務して
いるとなかなか触れる機会のなかった地域の活動を体験し、地域の皆さんと関われたことはとても貴重な体験でし
た。今後も、地域の皆さんとの繋がりを深め、“地域包括ケアシステム”を構築していきたいです。 K.K 記

放射線診断科からのお願い
　CTやMRI検査で造影剤を使用する可能性がある場合には、3ヶ月以内の腎機能検査等のデータ
を検査当日に患者さんにご持参いただくようにお願い致します。

診療申込みのご案内

連携医（客員医員）の登録について
　当院では､協定を結んでおります7医師会および立川市、国立市歯科医師会の先生方の連携医（客
員医員）の登録を随時受け付けております。所属医師会事務局を通じてご登録をお願いいたします。

認知症疾患医療センターからのお知らせ
認知症でお困りの方につきましては、地域医療連携センターにてご相談を承っております。また、
診察のご用命に関しては、予約制となっておりますので、認知症疾患医療センター事務局フリーダ
イヤル0120ー766ー613（平日8：30～17：15）までお願いいたします。

平成26年4月14日（月）より、立川病院において小児科の救急診療室を開設しております。
診療科目　小児科（15歳未満が対象）　　TEL　042-523-2677
診療日時　毎週月・水・金曜日の3日間　19：30～22：30（受付終了22：00）（祝日及び年末年始を除く）

● 専用用紙（4枚綴り）
当院の診療情報提供書（FAX専用）との兼用となっております。
FAX診療をご利用いただく場合は１枚目より、診療情報提供書のみの場合は２枚目よりご記入ください。
ご紹介いただく際は、初診窓口での待ち時間の無い様できるだけ「FAX診療申込み」をご利用ください。先生
の医院名、先生のお名前等忘れないようにお願い致します。

● 専用封筒
客員医員の先生方のみにご利用いただく専用封筒です。
患者様をご紹介いただく際は、先生方からのご紹介であることが一目でわかる専用封筒をご活用ください。

● FAX診療申し込みの受付窓口となっております。 FAX：０４２－５２３－３１６０
患者様には予約日当日、紹介専用カウンター（平日）に保険証と診療申込書をご提示いただくようにご説明く

ださい。
＊ 診療申込書・専用封筒がご入用の際は地域医療連携センター迄ご請求ください。
＊ FAX診療をご利用いただかない場合は、通常お使いの様式でも結構です。

● 診療受付時間（8:30～11:30）外や救急の診察や検査等のご依頼やご相談を承って
おります。

● 検査等のご予約は地域医療連携センターへお願いします。
＜MRI・CT・一般撮影＞
＜脳波・ホルター心電図・各種エコー等生体機能検査＞
＜RIアイソトープ＞
予約先直通電話番号　042－524－2438　

● 共同診療が可能です。
共同利用専用病床をご希望の場合には、地域医療連携センターにお電話の上、立川病院FAX専用用紙と診療情

報提供書を地域医療連携センター宛にFAX送信お願いします。
診療科部長と相談をさせていただき、主治医決定後に連絡をさせていただきます。

立川市小児初期救急平日準夜間診療室を開設いたしました。
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新年明けましておめでとうございます。

2017年の今年は立川病院にとって記念す
べき飛躍の年となります。待ちに待った新
棟が完成し、７月中旬にいよいよオープンで
す。白く巨大な建物は南武線からはもちろ
ん、中央線からも、モノレールからも、また
国立市からも見ることができます。一体、ど
んな病院になるのだろう、と興味津々かと思
いますので、ここでは新棟、といいますか、
新しくなる病院の特徴を３つご紹介したいと
思います。

１番目のキーワードは「緑」です。病院の
シンボルマークが緑になった、ということも
ありますが、新病院においても、この緑が象
徴的な役割を演じています。病院は立川市
の再開発とも関連してかなりの敷地を緑地に
することになりました。完成時にはRISURU
ホール、公園とフェンスもなく緑でつながる
ので、立川南で最も目立つ再開発地域になり
ます。緑に囲まれた病院となることで、道を
行き交う人達だけでなく、４階から８階の病
棟に入院中の患者さんの心を少しでも癒や
すことができたらと願っています。実は緑は
病院周囲だけでなく、新棟４階にも出現しま
す。そこに緑を配した広いテラスを用意しま

したので、患者さんやお見舞いの方に外の空
気に触れていただくことができます。
そんな公園の中にあるような病院になる

ことで心配がないわけではありません。外囲
いがありませんので不審者が病院内に入り
込まないか、というものですが、これに対し
ては、ICカードを利用したセキュリティーシ
ステムを導入してしっかりと安全を確保しま
す。建物内も特定のフロアにしか行けない仕
組みになっており、安心して入院生活を送っ
ていただけるように配慮しています。

２番目のキーワードは「アクセス」です。
病院に来られる身体の弱い方々に優しい病院
となるために、これを機にいろいろと工夫を
してみました。タクシーはもちろんのこと、
立川駅と国立駅をつなぐバスが病院の玄関
前まで入れるようになります。別館（旧診療
棟）１階にはレストランやセブンイレブンが
入るので、そこでバスを待つことも可能にな
ります。
またこれまで駐車場から病院へは車道を

渡るために事故の心配が拭えませんでした
が、これからは陸橋を渡って駐車場から新棟
の２階に直接入っていただくことができるよ
うになります。当然、新棟への入り口部分に
は再診用の自動受付機があり、その同じ２階

　
国家公務員共済組合連合会

立川病院　院長　三田村 秀雄
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で採血検尿検査を受けて各外来に向かって
いただくことも可能です。
一方、新棟の１階には車から降りた身体の

不自由な方への配慮から、脳外科や整形外科
などを配しています。また救急車で運ばれて
きた方が直接救急外来に入れることは当然で
すが、その隣に心臓カテーテル室、奥にレン
トゲン、CT、MRIの放射線部門があり、効
率的に検査を受けていただけるようにしまし
た。１階で診断のついた患者さんは４階以上
の病棟に入院していただくか、より重症であ
れば３階のICUやHCU、透析センター、手術
室で集中管理や緊急治療を受けていただくこ
とができます。

３番目のキーワードは「防災」です。武蔵
野台地は地盤が固いとのことですが、その一
方で、活断層が存在するとも言われます。病
院は万一の震災のときには、入院中の患者さ
んの安全確保はもちろんのこと、周囲の被災
者への対応という重要な役割も担います。そ
うなると震災の直後でも診療機能を確保し続
ける必要があるため、今度の立川病院は免震

設計にしました。外部からは分からない、目
立たない部分であり、しかも昨今の物価高の
中で高額な出費につながるわけで、病院経営
を圧迫しかねない苦渋の決断でしたが、そこ
は地域社会への責任を果たすため、と思い切
ることにしました。
実は「防災」として新病院構想に取り入れ

たものは免震設計だけではありません。災害
時のために駐車場内にトリアージルームを設
け、地震などで負傷した多数の地域住民に対
して、その重症度に応じた手当ができる体制
を準備しています。この駐車場内には緊急ヘ
リポートの場所も確保して、道路が封鎖され
た状況でも患者さんや物資を空から移送でき
るよう配慮しています。

以上の３つの特徴を活かしながら、新しい
立川病院がより高度で最新の医療を､より快
適で効率的な環境で提供できるように生まれ
変わります。病院職員が一丸となって、理念
である「質の高い、思いやりのある医療の実
践」を目指しますので、今年もよろしくお願
い致します。

平成29年7月新棟オープン



　神経内科　
　新春のお慶びを申し上げます。昨年も皆様のご厚情を賜り誠にありがとうございました。
　当院内科では各分野の専門医を揃え、「大学病院に勝るとも劣らない医療水準」を目指して参ります。症例
のご紹介を何卒よろしくお願い申し上げます。
　神経内科（太田部長、久住呂医長、長田医師、外口医師、篠原顧問）では脳卒中、認知症、パーキンソン病、
多発性硬化症、重症筋無力症、ALSなど、あらゆる神経内科疾患に対応いたします。当圏域の脳卒中医療連
携推進協議会急性期部会長と認知症疾患医療センターを引き続き担当して参ります。本年も何卒よろしくご
指導ご鞭撻くださいますようにお願い申し上げます。
� 内科統括部長　兼　神経内科部長　兼　認知症疾患医療センター長　太田　晃一

	 　呼吸器内科　
　あけましておめでとうございます。平素より多くの患者様をご紹介頂き誠にありがとうございます。当科で
は平成28年４月より常勤医３名（竹原、谷、黄）の体制で診療を行っています。従来通り肺癌や間質性肺炎、
市中肺炎、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、気管支喘息、気胸、抗酸菌感染症、睡眠時無呼吸症候群を中心に呼
吸器疾患全般の診療を行っています。院内では呼吸器外科や放射線診断科、放射線治療科と密に連携し、正
確な診断・治療が行えるよう心がけています。これからも地域の呼吸器疾患診療に貢献できるよう努めて参り
たいと思いますので、引き続きご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。	 �呼吸器内科部長　黄�英文

各診療科部長　ご挨拶・紹介
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　血液内科　
　明けましておめでとうございます。
　血液内科では年間500名を超える血
液疾患患者を診療しています。その多
くは造血器腫瘍（悪性リンパ腫、骨髄
増殖性腫瘍、骨髄異形成症候群、多発
性骨髄腫、急性白血病など）が占めて
いますが、良悪性を問わず、血球の異
常についての診療を行っております。
立川病院が位置する北多摩西部二次医
療圏では災害医療センターと共に血液
疾患の患者さんの診療の中核を担って
おり、特に悪性リンパ腫については地
域の患者様の約半数の治療にあたって
おります。
　2016年度より診療体制が一部変更と
なり、現在、松木、小橋の２名が常勤
として、また、引き続き菊池、村上、
石田が非常勤として、血液内科専門医
５名で入院、外来診療を行っておりま
す。月曜日以外の各曜日で外来を行っ
ておりますが、外来、予約日まで待て
ない患者様の相談につきましては、直
接、松木/小橋までご相談いただけれ
ばと思います。� 医長　松木　絵里

　消化器内科　
　明けましておめでとうございます。連携医の
先生方には平素より大変お世話になり、また多
くの患者様をご紹介いただき心より感謝申し上
げます。
　消化器内科は、現在柏崎一男、金子光太郎、
塩崎裕士、宮澤正治、古宮憲一、武下達矢の
６名体制で診療を行っております。食道、胃、
十二指腸、大腸、肝臓、膵臓、胆道など消化器
疾患全般の診療を行っております。上下部消化
管内視鏡検査とともに早期悪性腫瘍粘膜下層剝
離術、内視鏡的逆行性膵胆管造影検査した総胆
管結石除去などの治療も行っており、肝臓疾患
においても経口薬によるウイルス肝炎治療など
積極的に取り組んでおります。また外科をはじ
め他科との密な連携も心がけております。
　今後も先生方ととともにより良き医療を目指して努力していきたいと思っております。本年もよろしくお
願い申し上げます。� 消化器内科部長　金子　光太郎

立川病院　消化器内科
【対象部位・疾患】
・食道、胃、十二指腸、大腸、肝臓、膵臓、胆道など
・炎症性腸疾患、悪性腫瘍、ウイルス性肝炎、その他

【検査・治療】
・上下部消化管内視鏡
・内視鏡的ポリープ切除、粘膜切除術
・早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術（ESD）
・�内視鏡的逆行性胆管膵管造影（ERCP）、PTGBD、
PTCD
・ステント留置術
・内視鏡下胃瘻造設術
・内視鏡下止血術（クリップ止血、APC、EVL、EIS等）
・肝動脈化学塞栓術（TACE）、など
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菊池 正夫 （顧問、元副院長）

村上 博 （非常勤医師、元副院長）

石田 明 （非常勤医師、元化学療法センター部長、他）

松木 絵里 （内科医長）

小橋 澄子 （内科医員）

＜血液内科外来予定表＞

月 火 水 木 金

午前 松木 小橋 菊池 村上

午後 石田

松木
小橋 菊池 村上

松木

＜血液内科スタッフ＞

立川病院血液内科の診療実績（2015年） （日本血液学会疾患登録対象初診患者数）

非ホジキンリンパ腫 48 血球貪食症候群 3

骨髄増殖性疾患 17 急性リンパ性白血病 2

骨髄異形成症候群 15 成人T細胞性白血病 2

特発性血小板減少性紫斑病 15 再生不良性貧血 2

急性骨髄性白血病 12 自己免疫性溶血性貧血 2

多発性骨髄腫 11 遺伝性球状赤血球症 1

その他の血小板減少 10 脾機能亢進 1

続発性赤血球増加症 7 機械的溶血性貧血 1

巨赤芽球性貧血 6 赤芽球癆 1

慢性骨髄性白血病 3 血管性紫斑病 1

MGUS 3 先天性凝固異常症 1

ホジキンリンパ腫 3 先天性好中球減少症 1

偽性血小板血症 3 先天性免疫不全症 1

石田 明

村上 博

菊池 正夫

松木 絵里 小橋 澄子

血液内科
いつも患者様をご紹介いただき、またご依頼させていただいた患者様をご高診いただき有難うございます。

当院血液内科では年間500名を超える血液疾患患者を診療しています（2015年外来新規受診症例172例（日本

血液学会血液疾患登録対象疾患のみ）、入院患者数のべ427例）。その多くは造血器腫瘍（悪性リンパ腫、骨髄増殖性

腫瘍、骨髄異形成症候群、多発性骨髄腫、急性白血病など）が占めています。

連携の先生方には、白血球数の異常、貧血、血小板減少、リンパ節腫脹などの患者様をいつもご紹介いただい

ております。

●貧血：高齢者の小球性貧血はほとんどが消化管出血に因るものですが、他の血球にも異常がみられる場合は、

血液疾患が隠れている場合が少なくありません。

●血小板減少：偽性血小板減少症、肝疾患の鑑別が必要ですが、多くは血液疾患です。血小板数が１万以下の

場合は可能な限り当日診療させていただきますので、連携室にご連絡下さい。

●リンパ節腫脹：高齢者にみられる無痛の多発リンパ節腫脹は血液疾患が疑われます。LDHが高い場合は迅速

な組織診断が必要です。耳鼻科、外科、皮膚科の先生方と連携して迅速な生検に努めています。

2016年度より診療体制が一部変更となり、現在、2015年10月より赴任した松木 絵里、ならびに2016年4月より

赴任した小橋 澄子の2名が常勤として、また、引き続き菊池 正夫、村上 博、石田 明が非常勤として、血液内

科専門医5名で入院、外来診療を行っております。各外来ならびに「予約日まで待てない」患者様の診療にあたり

ましては、地域連携室経由で予約・ご連絡をいただけます。新病院棟では無菌室が増床となり、益々造血器疾患

の患者様の診療にお役に立てる環境が整って参ります。血液の異常について、もしお困りの事がございましたら、

いつでもお気軽にご相談下さい。



　腎臓内科　
腎臓内科
　新年あけましておめでとうございます。
　腎臓内科は2016年４月に二木功治医長が着任し、常勤医２名に増員されました。血尿・蛋白尿の原因診断、
慢性腎臓病の進行抑制、高血圧を主体とした診療や、糖尿病性腎症、腎硬化症、膠原病に伴う腎障害など腎
疾患全般の診療を行っています。診断のために必要な症例には積極的に腎生検を行い、診断、治療方針を決
定しています。腎疾患の早期発見のため、健診での尿蛋白陽性・蛋白尿を伴う潜血陽性、血清Cr値上昇（eGFR
＜50）の症例については積極的に腎臓内科に御紹介頂ければ幸いです。
　本年もご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

透析センター
　透析センターは、2016年４月に腎センターから名称を変更し、泌尿器科の先生方より運営を引き継ぐ形で
腎臓内科での運営を開始しました。
　血液透析用ベッドは10床で、当院で維持透析を実施している患者様の外来での通院透析と、入院患者様の
透析管理を行っています。入院透析は、血液透析の導入はもちろん、他院で維持透析をされていて、当院へ
検査・手術・合併症治療のために入院された患者様の透析管理を行っています。
　血液透析以外の特殊血液浄化療法として、持続緩徐式血液濾過透析、エンドトキシン吸着、膜分離型単純
血漿交換、二重膜濾過血漿交換、免疫吸着血漿交換、ビリルビン吸着、腹水濾過濃縮再静注法なども実施し
ています。
　検査・手術等での入院を検討されている透析患者様がいらっしゃいましたら、是非ご紹介、ご相談下さい。

� 腎臓内科部長　兼　透析センター長　五十嵐　有

　糖尿病・内分泌代謝内科　
　明けましておめでとうございます。糖尿病・内分泌代謝内科は、糖尿病、内分泌疾患（間脳・下垂体、甲
状腺、副甲状腺、副腎など）を扱っております。日本糖尿病学会および日本内分泌学会の専門医という立場
から、患者さんの病態やニーズに合わせた治療を提供していくようにつとめています。
　糖尿病については糖尿病教室、栄養相談、教育入院などの初期指導についてはもちろんのこと、現在の治
療で難渋されている患者さんのご相談に対し専門の立場からアプローチしていき改善策を探っていきます。
他科で入院された患者さんについても各科と連携し当科が併診して管理（周術期管理など）しています。
　内分泌疾患については各種負荷試験や画像で診断をすすめ、低下症なら補充療法を行い、腫瘍性病変の場
合は各臓器の当該科（脳外科、耳鼻科、泌尿器科など）に紹介しております。
　ご不明な点は地域医療連携センターにご連絡いただければ幸いです。� 医長　矢島　賢

　循環器内科　
　新年おめでとうございます。
　連携医の先生方には平素よりお世話になり御礼申し上げます。
　循環器内科は現在、三田村院長・森谷部長・柴田医長・影山医長・
繼医長の５名体制で診療を行っております。循環器内科では生
活習慣病患者さんの虚血性心疾患のスクリーニング検査にも力
を入れておりますので是非ご紹介をお願い申し上げます。
　循環器内科スタッフ一同、さらなる飛躍に向けて一層努力し
てまいる所存ですので本年もどうぞよろしくお願いいたします。

� 診療部長　兼　循環器内科部長　森谷　和徳

　小児科　
　あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。当科は立川で唯一のNICUを有す
る施設として常勤医８名、非常勤医８名で一般外来、血液腫瘍、小児心身医学、神経、新生児、内分泌代謝、
小児心理、循環器、呼吸器、腎臓の各専門外来および入院加療を行っております。６床を有するNICUは平成
28年４月より東京都地域周産期センターの指定を受け在胎週数32週出生体重1,500ｇからの早産・低出生体重
児、およびハイリスク新生児の入院加療を行っており、新棟移行時にはNICU後方GCUが６床増床となるた
めNICUの受け入れが現状よりさらに円滑になります。また小規模ではありますがレスパイト入院の体制も整
えており、在宅心身障害児のケアを行っております。	� 小児科部長　米山　浩志
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　本年もご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

透析センター
　透析センターは、2016年４月に腎センターから名称を変更し、泌尿器科の先生方より運営を引き継ぐ形で
腎臓内科での運営を開始しました。
　血液透析用ベッドは10床で、当院で維持透析を実施している患者様の外来での通院透析と、入院患者様の
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血漿交換、二重膜濾過血漿交換、免疫吸着血漿交換、ビリルビン吸着、腹水濾過濃縮再静注法なども実施し
ています。
　検査・手術等での入院を検討されている透析患者様がいらっしゃいましたら、是非ご紹介、ご相談下さい。

� 腎臓内科部長　兼　透析センター長　五十嵐　有

　糖尿病・内分泌代謝内科　
　明けましておめでとうございます。糖尿病・内分泌代謝内科は、糖尿病、内分泌疾患（間脳・下垂体、甲
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　ご不明な点は地域医療連携センターにご連絡いただければ幸いです。� 医長　矢島　賢

　循環器内科　
　新年おめでとうございます。
　連携医の先生方には平素よりお世話になり御礼申し上げます。
　循環器内科は現在、三田村院長・森谷部長・柴田医長・影山医長・
繼医長の５名体制で診療を行っております。循環器内科では生
活習慣病患者さんの虚血性心疾患のスクリーニング検査にも力
を入れておりますので是非ご紹介をお願い申し上げます。
　循環器内科スタッフ一同、さらなる飛躍に向けて一層努力し
てまいる所存ですので本年もどうぞよろしくお願いいたします。

� 診療部長　兼　循環器内科部長　森谷　和徳

　小児科　
　あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。当科は立川で唯一のNICUを有す
る施設として常勤医８名、非常勤医８名で一般外来、血液腫瘍、小児心身医学、神経、新生児、内分泌代謝、
小児心理、循環器、呼吸器、腎臓の各専門外来および入院加療を行っております。６床を有するNICUは平成
28年４月より東京都地域周産期センターの指定を受け在胎週数32週出生体重1,500ｇからの早産・低出生体重
児、およびハイリスク新生児の入院加療を行っており、新棟移行時にはNICU後方GCUが６床増床となるた
めNICUの受け入れが現状よりさらに円滑になります。また小規模ではありますがレスパイト入院の体制も整
えており、在宅心身障害児のケアを行っております。	� 小児科部長　米山　浩志

　血管外科・緩和ケア科　
血管外科
　明けましておめでとうございます。昨年より、
立川病院外科は新規スタッフも加わり、消化器
外科、乳腺外科、血管外科、呼吸器外科それぞ
れを担当する専門医師により最新の医療を提供
しています。特に近年の外科治療の流れでもあ
る低侵襲手術を積極的に導入して患者さまがよ
り苦痛の少ない治療を受けられるよう診療を進
めています。また、外科スタッフは患者さん・
ご家族が安心して診療を受けられるためにはチ
ーム医療が重要である考え、多職種との連携を
大切にしており、そのためには院内のみならず
地域の医療者の方々との連携が必須のことと考
えています。さらに、当院はがん診療の充実に
力を注いでいます。治療の早期から緩和ケアチ
ームとの連携のもと、患者さんの思いに沿った
がん診療を行うことを心がけています。患者さ
まのことでお困りのことやご相談がございました
らお気軽にご連絡いただけましたらと存じます。
各専門医師が迅速に対応させていただきます。

緩和ケア科
　新年あけましておめでとうございます。
　旧年中は大変お世話になりました。立川病院
緩和ケアチームは、病を抱えて生きることの辛
さ、生活を変えることを余儀なくされることの
辛さなど、身体的側面のみならず、包括的に苦
痛を緩和し、「その人らしく生きる」ことをサ
ポートしています。
　患者さんの「つらさ」を緩和することは、特

別なことではなく、医療の基本であり、すべての医療者が行うべき「普通のこと」であると考えていますの
で、地域の医療スタッフの皆様との連携をさらに強化し、患者さんが、「病を抱えながらもその人らしく暮ら
す」ことを地域の皆さまとご一緒にサポートしていきたいと考えております。
　最近では、がんのみならず、慢性心不全、慢性腎不全、神経難病や認知症においても緩和ケアのニーズは
広がっています。
　症状緩和などでお困りのことがありましたら、ご遠慮なく立川病院緩和ケアチームにご連絡ください。また、
本年も「緩和ケア研修会」を開催いたしますので、是非ご参加ください。他の病院では経験できない素敵な
研修が受けられることを約束いたします。
� 診療部長補佐　兼　外科統括部長　兼　血管外科部長　兼　緩和ケア科部長　秋山　芳伸

亀山哲章 
(消化器外科部長) 

秋山芳伸 
(外科統括部長) 
(血管外科部長) 
(緩和ケア部長) 

大高均 
(副院長) 

山本達也 
(呼吸器外科部長) 

山下俊樹 
(レジデント) 

田渕悟 
(消化器外科) 

岩丸有史 
(呼吸器外科) 

瀬尾雄樹 
(消化器外科) 

服部裕昭 
(乳腺外科部長) 

岸田憲弘 
(消化器外科) 

基本的に乳癌が強く疑われている患者様の場合、初診時に診察、マ
ンモグラフィ、超音波検査を施行し、当日午後には針生検まで出来
るように努力しています。また乳癌治療はガイドラインに沿った治
療を心掛け、患者様の希望を積極的に取り入れて治療方針を決める
ようにしています。 
 

血管内レーザー焼灼術を用いた下肢静脈瘤治療や内シャント手術を
中心に診療を行っている。下肢静脈瘤は局所麻酔下低侵襲レーザー
治療をほぼ全例に行い、1泊2日の短期入院にて実施している。ま
たフットケアチームに参加し、血管外科、形成外科、皮膚科、循環
器内科、放射線科、フットケア看護師と協働し重症虚血肢の集学的
診療にあたっている。 
 

胃癌、大腸癌、肝癌、膵臓癌、食道癌などの悪性疾患に対しては、
内視鏡治療、手術、抗がん剤治療から緩和ケアまで個々の患者さ
んに合わせたオーダーメード治療を提供しています。積極的に腹
腔鏡手術を導入しており、ご紹介から手術まで約2，3週間です。 
また胆石や鼠径ヘルニアなどの良性疾患に対して、平成28年4月
からはお臍の一つの傷のみで行うさらに低侵襲な手術、単孔式腹
腔鏡手術を行っています。良性疾患の場合は、患者さんのご都合
に合わせ手術日を決定していますが、ご紹介から手術までの期間
は約2週間です。急性虫垂炎などの急性腹症も積極的に受け入れ
ていますので、よろしくお願い致します。 
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【低侵襲手術】 
 
  腹腔鏡手術 
　 胃　　：36.3％ 
　 大腸　：24.6% 
　 肝胆膵：49.5％ 
 
  内視鏡治療(食道)：36.4％ 
 
  センチネルリンパ節生検(乳腺) 
　　　　　　　　 ：77.8％ 
 
  ラジオ波焼灼療法(肝)：8件 
　 
 

その他：CVポート造設術 etc 

平成28年度は腹腔鏡手術
をさらに積極的に行って
います。 

食道, 11 

胃, 33 
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ヘルニア, 
114 

肛門疾患, 
51 
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乳腺, 71 

血管, 76 
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立川病院緩和ケア科

 立川病院内での専門的緩和ケアの提供

 緩和ケア外来 （当院で診療中の患者さんが対象です）

 緩和ケアチーム回診

 院内での基本的な緩和ケア実践能力向上への取り組み

 緩和ケアマニュアル作成

 緩和ケア講座開催 (がん診療推進委員会緩和ケア部門主催)

 緩和ケアコンサルテーションを通じた教育活動

 がん患者に対する入院時苦痛のスクリーニング

 地域における緩和ケア普及に向けた取り組み

 がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会開催

 ホスピス•緩和ケア週間での緩和ケア紹介のイベント

メッセージ

 緩和ケアとは

 重い病を抱える患者やその家族一人一人の身体や心などの様々なつらさをやわらげ、

その人らしく過ごす事ができるようにサポートしてゆくケアです

 がんだけではなく神経難病、心不全、腎不全、認知症なども緩和ケアの対象です

 生活に最も身近な、かかりつけの先生方も、サポートチームの一員です

 診療の中で症状緩和（疼痛、呼吸困難、倦怠感等）など困った事があった場合には

ご遠慮なく、緩和ケアチームにご相談ください
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　消化器外科　
　明けましておめでとうございます。
　昨年４月に消化器外科部長に着任しました亀山哲章と申します。
　自分のライフワークである腹腔鏡手術、特に単孔式腹腔鏡手術を積極的に施行してきており、その手術件
数倍増してきています。低侵襲な手術は、術後患者さんの早期社会復帰に貢献できるものと思われます。
　本年も消化器外科としては、胆石やソケイヘルニアなどの良性疾患に対してはより低侵襲な治療を提供し、
食道癌、胃癌、大腸癌、膵臓癌、胆道癌などの消化器癌に対しては根治性の高い手術かつ低侵襲な治療を患
者さん個々に合わせ行っていきます。また急性虫垂炎を筆頭に急性腹症などの救急対応を充実させていくこ
とにより、地域へ貢献したいと思っております。
　本年もご支援のほどよろしくお願い致します。
� 消化器外科部長　亀山　哲章

　呼吸器外科　
　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　当院の呼吸器外科分野は、ここ数年は
常勤２名非常勤１名の体制で、扱う疾患
も原発性肺癌を中心に、転移性肺腫瘍、
縦隔腫瘍、胸壁腫瘍、気胸など、胸部・
呼吸器の幅広い疾患を対象としていま
す。内科や放射線科の充実にも助けられ
て、年間手術数80 ～ 100例と、多摩地区
でも有数の症例数を誇るまでになりまし
た。これも地域の先生方がご指導ご支援
をいただき、大切な患者様をご紹介をい
ただけるからに他なりません。この場を
借りて御礼申し上げます。昨年より組織
改編がなされ、部門として呼吸器外科を
掲げることとなりました。皆様の信頼に
お応えできるよう、一同さらに精進して
ゆく所存です。
　また、小職は当院の医師臨床研修も担
っています。昨年度は７名が、本年春か
らは10名の卒後間もない医師が研修に励
むことになります。地域の先生方のご協
力に重ねて御礼申し上げるとともに、こ
れからもご指導を賜りたく存じます。
　今年はいよいよ新棟が稼働します。職員の長年の地道な努力と、地域の方々のご支援ご協力の結晶です。
重ねて感謝を申し上げるとともに、今後も呼吸器外科診療と教育研修がより充実するよう努力してゆく所存
です。なにとぞ宜しくお願い申し上げます。
　厳しい寒さが続きますが、皆様の益々のご多幸、ご健勝を祈念いたします。
� 呼吸器外科部長　兼　臨床・教育研修センター長　山本　達也

　乳腺外科　
　明けましておめでとうございます。
　立川病院乳腺外科の特徴は、来院初日に出来るだけ検査をすることです。症状に応じて診察、マンモグラ
フィ、状況によっては超音波検査と針生検まで同日中に行います。早期診断を目指し、早期治療に繋がるよ
う努力しています。治療はガイドラインに従いながらも、温存手術、同時再建、術前抗癌剤治療など上手く
組み合わせて患者様の希望になるべく添うように検討しています。よろしくお願いいたします。
� 医長　服部　裕昭

7

呼吸器外科　　　　　　　山本達也、岩丸有史、四倉正也（非常勤）
臨床・教育研修センター　山本達也、宮岡豊子、横山昌弘、八代憲和



　　　　　　　　　　　　

各診療科部長　ご挨拶・紹介
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食道癌、胃癌、大腸癌、膵臓癌、胆道癌などの消化器癌に対しては根治性の高い手術かつ低侵襲な治療を患
者さん個々に合わせ行っていきます。また急性虫垂炎を筆頭に急性腹症などの救急対応を充実させていくこ
とにより、地域へ貢献したいと思っております。
　本年もご支援のほどよろしくお願い致します。
� 消化器外科部長　亀山　哲章

　呼吸器外科　
　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　当院の呼吸器外科分野は、ここ数年は
常勤２名非常勤１名の体制で、扱う疾患
も原発性肺癌を中心に、転移性肺腫瘍、
縦隔腫瘍、胸壁腫瘍、気胸など、胸部・
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改編がなされ、部門として呼吸器外科を
掲げることとなりました。皆様の信頼に
お応えできるよう、一同さらに精進して
ゆく所存です。
　また、小職は当院の医師臨床研修も担
っています。昨年度は７名が、本年春か
らは10名の卒後間もない医師が研修に励
むことになります。地域の先生方のご協
力に重ねて御礼申し上げるとともに、こ
れからもご指導を賜りたく存じます。
　今年はいよいよ新棟が稼働します。職員の長年の地道な努力と、地域の方々のご支援ご協力の結晶です。
重ねて感謝を申し上げるとともに、今後も呼吸器外科診療と教育研修がより充実するよう努力してゆく所存
です。なにとぞ宜しくお願い申し上げます。
　厳しい寒さが続きますが、皆様の益々のご多幸、ご健勝を祈念いたします。
� 呼吸器外科部長　兼　臨床・教育研修センター長　山本　達也

　乳腺外科　
　明けましておめでとうございます。
　立川病院乳腺外科の特徴は、来院初日に出来るだけ検査をすることです。症状に応じて診察、マンモグラ
フィ、状況によっては超音波検査と針生検まで同日中に行います。早期診断を目指し、早期治療に繋がるよ
う努力しています。治療はガイドラインに従いながらも、温存手術、同時再建、術前抗癌剤治療など上手く
組み合わせて患者様の希望になるべく添うように検討しています。よろしくお願いいたします。
� 医長　服部　裕昭

　整形外科　
　あけましておめでとうございます。新病院の開
院が夏にせまり、いつもの新年と比べると、まる
でゴールデンウィーク前や夏休み前のようにわく
わくする心境です。逆に開院してしまうと、負債
の返済などの現実が目の前に迫り夏休み最終日に
サザエさんを見ている時のような暗い気分になる
のでしょうか？
　冗談はさておき、腫瘍の鈴木、膝関節の三尾、
足の外科の小久保、脊椎脊髄の市原、手外科の山
縣、股関節および骨関節外傷の小林、防衛医大よ
り派遣の７人で今年も活動しております。紹介患
者様に120％満足していただける診療をめざしま
す。気軽に地域連携室もしくは鈴木（y.suzuki@
tachikawa-hosp.gr.jp）までご一報いただけますと
幸いです。� 整形外科部長　鈴木　禎寿

　形成外科　
　新年明けましておめでとうござい
ます。常勤１名ですが、形成外科学
会教育関連施設として認定されてお
ります。良性腫瘍切除、悪性腫瘍切
除に伴う再建術、難治性潰瘍・褥瘡
に対する皮弁形成術、母斑・臍ヘル
ニアなどの先天奇形に対する手術、
顔面骨骨折観血的整復術など多岐に
わたっております。眼瞼下垂や睫毛
内反の手術は１年を通して多い手術
です。他科との合同手術では、皮膚
科、整形外科、外科の悪性腫瘍切除
後の再建をはじめ、乳房再建症例に
おいては乳房インプラントが保険採
用され４年目に入り、自家組織のみ
ならずインプラントでの再建の対応
も増加傾向にあります。科の特性を
活かし、院内を他科・他職種と関わ
りながら横断的に活動しています。
� 医長　今野　恵理
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　 　リハビリテーション科　
　新年おめでとうございます。
　リハビリテーション部門を代表してご挨
拶させて頂きます。当科は専門医１名とリ
ハスタッフ10名で主に入院患者さんのADL
向上と自宅復帰に向け日々のリハビリ訓練
を行っています。連携医の先生方からは整
形外科疾患を始め、嚥下障害の評価・訓練、
呼吸器疾患の呼吸リハ指導などでご紹介を
頂く機会があり大変感謝申し上げます。
　急性期病院の役割として疾病を治療する
と共に、いざ退院する際にはいかに患者さ
まのADL（日常生活動作）を改善させ、介
護するご家族にも不安なく自宅復帰してい
ただけるかMSWや病棟看護師と模索しつ
つ日々の他職種でのチーム連携に努めて参
ります。高齢化の進む昨今、特に入院され
た高齢者にリハビリ介入は必要不可欠にな
っていると言っても過言ではありません。
過度のADL向上をお約束するのではなく、
その患者さんの達成可能な活動を短期目標
にしながら目標修正しながら訓練を進めて
います。
　急性期・回復期リハを経て、自宅に復帰
された患者さんにおいても、介護保険サー
ビスと併用して定期フォローや装具・診
断書の作成、失語症や高次脳機能障害の患
者さんやご家族の相談にも対応しています
ので今後もお気軽にご紹介頂ければ幸いで
す。当院のセラピストは、脳卒中認定理学
療法士、呼吸療法認定士、介護支援専門員
などの資格を持つ“精鋭”が揃っており、
入院、外来を問わず患者さんへ連続した質
の高い訓練を提供することをモットーにし
ています。
　今年は待ちに待った新病棟完成を迎えます。新しいリハセンターはリハ診察室、訓練室ともに他科の外来
や病棟からエレベーターの上下のみでアクセスが格段に良くなります。今年も連携医の先生方、地域の患者
さまのお役に立てるようリハビリ科スタッフ一同、より良い医療を提供するべく努力を重ねていく所存です。
どうぞ宜しくお願い致します。
� 部長事務代行　黒川　真希子

　眼科　
　新年おめでとうございます。
　当院眼科は現在常勤医４名、常勤視能訓練士２名の態勢です。現在、医師は野村昌弘（部長、専門：網膜硝
子体（主にsurgical））、佐々木真理子（医長、網膜硝子体（主にmedical））、高橋大樹（医員、眼科一般と白
内障）、箱㟢瑠衣子（後期研修医、眼科一般）です。網膜剥離、糖尿病網膜症、緑内障等の手術も部長を中心
に積極的に施行しています。糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症等の黄斑浮腫に対する薬物治療も行っています。
　ご紹介いただいた患者様は特別なことがない限り、できるだけ早期の逆紹介を心がけています。
　本年もよろしくお願い申し上げます。
� 眼科部長　野村　昌弘
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各診療科部長　ご挨拶・紹介

　脳神経外科　
　新年明けましておめでとうこさいます。脳
神経外科は常勤２名（部長：矢﨑貴仁、医長：
福永篤志）と応援医の体制で診療にあたって
います。立川病院脳神経外科が最も得意とす
る低侵襲の仰臥位による顔面けいれん・三叉
神経痛に対する頭蓋内微小血管減圧術は、引
き続き多くの患者様のご紹介を頂き、順調に
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てはナビゲーション下手術・神経内視鏡・個
別化化学療法など、慶應義塾大学との連携に
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齢化に伴い増加傾向にある正常圧水頭症に対
するシャント手術も積極的に実施し、新設し
た「頭痛外来」も有効活用させながら一人で
も多くの患者様にお役に立てるよう努力して
おります。
　こ紹介頂いた患者様に対しては誠心誠意、真摯な医療を心がけて参る所存ですので、本年もどうぞよろし
くお願い申し上げます。	� 脳神経外科部長　矢﨑　貴仁

　産婦人科　
　新年あけましておめでとうございます。産婦人科では昨年２名人員
が入れ替わり、総勢７名で診療を行っております。昨年は周産期専門
医を片山素子が取得して２名に増え、サブスペシャリティを取得した
メンバーがますます充実し（表）、各々の専門性で貢献することでお
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育成が継続できている状況があるのも、ひとえに連携医の先生方から
のご支援の賜物であり心より感謝申し上げます。今年もどうぞ宜しく
お願い申し上げます。� 産婦人科主任部長　平尾　薫丸

　精神神経科　
　新年あけましておめでとうございます。
　立川病院精神神経科について、改めて現状をお知らせし、今年度の抱負を申し述べたいと思います。
　立川病院精神神経科の診療の柱は２本あります。次の２つです。
①　一般病床では対応困難な精神障害者の身体合併症の入院診療対応
②　認知症疾患治療センターの精神科部門としての役割
　それぞれについて、以下に記載します。
①について
　東京都精神障害者身体合併症事業の指定を受けております。この事業については、ご存じない方も多いと
思いますが、1978年から存在する東京都の事業の中でも古参の部類です。精神保健病床（概ね単科精神病院）
で生じた身体疾患（身体合併症）を、東京都の仲介により当院で引き受けて治療を遂行するものです。受け
入れは、まれな例外を除いて、他科併診を得たうえでの精神神経科病棟での処遇になります。病棟の大半は、
このような東京都の依頼で埋まってしまいます。そのため、残念ながら、地域の先生方からいただく多様な
入院のご依頼をこなしきれていません。その点、忸怩たる思いを持っております。
②について
　内科統括部長兼神経内科部長、太田医師の統括の下、当院では地域拠点型認知症疾患治療センターを東京
都より受託しております。当科は、その精神科部門を担っております。精神神経科における認知症診療の重
要性は、当然ながらBPSDをはじめとする精神症状の診療にあります。平成26年度より、アウトリーチ事業
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を始めました。自宅で閉居している隠れた認知症患者のところへ病院職員が出向き、時には医師の往診も行
われます。このようなケースでは、患者自身に自覚がないことが多く、限りなく精神疾患の臨床対応に近い
スキルが必要になります。精神神経科の独壇場といえます。半面、精神症状を伴う認知症の入院治療につい
ては、①のこともあり、地域の需要に十分こたえているとは言えません。

　限られた病床と人員をどのように振り分け、地域医療に最大限貢献するためにはどうしたらよいか、日々
頭を悩ませております。立川病院精神神経科の診療内容は、メインストリームとはいえないものばかりですが、
よく言えば縁の下の力持ちともいえます。医師会の皆様には見えにくい立ち位置で活動しているため、より
一層のご理解をお願いするところです。よろしくお願い申し上げます。	 精神神経科部長　桑原　達郎

　皮膚科　
　新年あけましておめでとうございます。昨年も多くの患者様のご紹介をいただき、厚く御礼を申し上げま
す。皮膚疾患は感染症、腫瘍、アレルギー、自己免疫疾患、遺伝性疾患等多岐に渡り、全身疾患の一症状で
あることも多いので、皮膚症状からあらゆる疾患を鑑別できるよう努めております。最近は糖尿病の増加で、
重症細菌感染症や虚血性足疾患、DPP-4阻害薬による類天疱瘡が目立ってきている印象があります。また皮
膚悪性腫瘍も高齢化と共に増えており、認知症や90代の方の手術も珍しくなくなりました。合併症のある方
の治療は他科の協力が必要ですので、立川病院はその点において理想的な環境にあると思います。本年は新
棟が完成し、新たな気持ちで診療に邁進する所存です。今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。
	 皮膚科部長　稲積　豊子

　耳鼻咽喉科　
　新年、明けましておめでとうございます。
　耳鼻咽喉科の常勤医は、平成28年４月から増員となり、本年１月現在、佐藤靖夫（耳
鼻咽喉科認定医、専門：聴覚再建手術、頭頸部癌、内視鏡的診断治療、補聴器相談医、
頭頸部癌暫定指導医）、羽生昇（耳鼻咽喉科認定医、専門：頭頸部癌の手術および放
射線化学療法、頭頸部癌指導医、癌専門医）、中村慎太郎（耳鼻咽喉科認定医）北村充（耳
鼻咽喉科研修医）の４人となりました。
　外来は2015年から紹介制を導入しており、おかげさまで毎月160 ～ 180の患者様の
ご紹介を頂いております。紹介状ご持参であれば予約は不要で、重症化した急性疾患
にも迅速に対応いたします。また、外来診療は慶應大、杏林大などからの定期応援医
も加えて２～３台で行っており、内視鏡的な生検、エコー下の針生検、補聴器相談、障害認定などにも対応
しております。2016年からは、反回神経麻痺に対する声帯コラーゲン注入術も開始いたしました。本年夏の
新棟稼働後は、めまいの検査も新式の器材にて対応する予定です。
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　 　手術は耳鼻咽喉科全般（扁桃摘出、鼻副鼻腔手術、舌咽喉頭癌（再建を含む）、耳下腺良性悪性腫瘍、甲状
腺良性悪性腫瘍、鼓室形成、鼓膜形成、真珠腫・アブミ骨手術、声帯顕微鏡手術など）を扱っております。
副鼻腔手術ではナビゲーションシステムを導入しており、手術がより安全に行えるようになりました。
　病診連携をさらに充実させ、患者様の診療情報共有を図りたいと考えておりますので、本年もどうぞよろ
しくご指導をお願い申し上げます。� 耳鼻咽喉科部長　佐藤　靖夫

　泌尿器科　
　新年明けましておめでとうございます。泌尿器科は内田厚（部長）（専門：尿路上皮癌）、明瀬祐史（専門：
前立腺疾患・骨盤臓器手術）、木下水葵（慶應義塾大学専修医）の３名の常勤医に加え、浅沼宏医師（慶應義
塾大学病院専任講師、専門：小児泌尿器科・腎移植）、篠田和伸医師（慶應義塾大学助教、専門：腎移植）他
の非常勤医師で診療を行っております。
　今年は引き続き①膀胱癌・尿路上皮癌の根治手術を中心とする集学的治療、②腎・副腎の腹腔鏡下手術、
③新手技よる内視鏡的前立腺手術（TURis,	TUEB	、HOLEPなど）、④内視鏡的結石手術（fTUL	etc.）、⑤女
性泌尿器科手術（骨盤臓器脱など）を精力的におこなって参ります。泌尿器科診療を通じて地域の医療に貢
献して参りたいと存じますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。� 泌尿器科部長　内田　厚

　放射線診断科　
　あけましておめでとうございます。
　当院放射線診断科は、昨年、５名常勤態勢
から４名常勤態勢への移行という、地殻変動
的な危機を迎えましたが、各スタッフの献身
的な努力により、どうにかこの難関を克服す
ることが出来ました。今年は、新棟竣工とい
う大きなイベントを夏に控え、画像診断機器
の構成も大幅に改善されることが予定されて
おり、大きな飛躍の一歩を踏み出す予定です。
外見のみならず、診断の質も着実に向上させ
るべく、皆様のお役に立てるよう精進致す所
存です。今後とも、ご指導ご鞭撻のほど、よ
ろしくお願い申し上げます。
� 放射線診断科部長　兼　中央放射線科部長　橋本　統
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　放射線治療科　
　新年あけましておめでとうございます。
　当科では、主にがん患者さんの治療を行っています。
対象となるのは“頭の先”から“つま先”まで、“早期の
がん”から“進行したがん”まで、年齢や全身状態に係
わらずほぼ全てのがんを対象としています。放射線治療
で治癒を目指すこともあれば、がんによる痛みや閉塞・
出血などの症状緩和を目標に治療を行うこともあります。
先生方の方針や患者さん希望などを伺いながら、個々の
病状に応じた治療を心掛けています。
　新棟の開院時には最新の放射線照射装置を導入し、こ
れまで以上に質の高い治療を提供してゆきたいと考えて
います。
　本年もどうぞ宜しくお願いします。
� 放射線治療科部長　沓木　章二

　歯科口腔外科　
　新年明けましておめでとうございます。
　歯科口腔外科は歯・歯肉・舌・口唇・口腔粘膜・
顎骨・顎関節などの口腔領域の病気や外傷を治
療する科です。当科は口腔外科疾患を主体に、
部長１名、医長１名、慶應義塾大学病院口腔外
科より常勤医１名、合計３名で１日40 ～ 50名、
新患患者は１日10 ～ 13名の診療にあたってい
ます。
　当院は紹介型病院のため原則、紹介状が必要
となります。初診日には問診と検査、応急処置
を行い、抜歯などの手術は予約制となっており
ます。	
　特殊外来として、インプラント治療、顎関節
症、顎変形症があります。水曜日午後は全身麻
酔による口腔外科手術を行っております。

診療内容について
　◦	抜歯（困難な埋伏智歯抜歯、全身疾患のた
め対応困難な外科的処置）

　◦	炎症（顔面蜂窩織炎、顎骨骨膜炎、骨髄炎）	
　◦	外傷（歯の破折や脱臼、唇や舌の裂傷、顎
の骨折）	

　◦	嚢胞	
　◦	顎変形症（咬合異常や骨格性の下顎前突な
ど）	

　◦	インプラント関連手術（サイナスリフトな
どの骨造成、腫瘍切除後のインプラント難
症例など）	

　◦	顎関節症	
　◦	口腔腫瘍（良性腫瘍、白板症、口腔癌）	
　◦	口腔粘膜疾患（難治性の口内炎、舌痛症）	
　◦	全身疾患があり、かかりつけ歯科医院では困難な外科処置

　今年は新病院も完成し外来も新しくきれいになります。各診療台も個室となることでプライバシーもより
守れるようになります。安全で確実な医療を心がけてまいります。� 歯科口腔外科部長　木津　英樹
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　◦	嚢胞	
　◦	顎変形症（咬合異常や骨格性の下顎前突な
ど）	

　◦	インプラント関連手術（サイナスリフトな
どの骨造成、腫瘍切除後のインプラント難
症例など）	

　◦	顎関節症	
　◦	口腔腫瘍（良性腫瘍、白板症、口腔癌）	
　◦	口腔粘膜疾患（難治性の口内炎、舌痛症）	
　◦	全身疾患があり、かかりつけ歯科医院では困難な外科処置

　今年は新病院も完成し外来も新しくきれいになります。各診療台も個室となることでプライバシーもより
守れるようになります。安全で確実な医療を心がけてまいります。� 歯科口腔外科部長　木津　英樹

平成28年度 
立川病院地域医療連携懇話会 　　　

　平成28年度の立川病院地域医

療連携懇話会は、11月２日ホテル

日航立川東京にて開催しました。

客員の先生方43名と当院から65

名の総勢108名が出席して下さい

ました。まず、消化器外科	亀山	

哲章	部長より「当院での単孔式	

腹腔鏡手術について」産婦人科	

木須	伊織	医長より「子宮移植は可能か？－新たな臓器移植への挑

戦―」の講演があり、三田村院長からは来年オープン予定の新棟に

ついてお話がありました。交流会やアンケートでは、多くのご意見

を頂きありがとうございました。いただいた貴重なご意見をもとに、

より一層皆様から信頼される立川病院を目指していきたいと思いま

す。

　お忙しい中、懇話会にご出席頂いた先生方に感謝致します。

　尚、来年の懇話会は、新棟の内覧会を兼ねて行う予定になってお

りますので、多くの客員医員の先生方のご参加をお待ちしております。

交流について

大変満足

満足

どちらでもない

やや不満

不満

未記入

講演内容について

大変満足

満足

どちらでもない

やや不満

不満

未記入

今後、企画した方が良い講演について

紹介者リストの配布について

大変満足

満足

どちらでもない

やや不満

不満

未記入

各診療科の紹介について

大変満足

満足

どちらでもない

やや不満

不満

未記入

・開業医のためになる話し、色々な疾患でここまでは診
てもいいが、こうなったら照会すべき　など…。

・新しい、先進的な治療や考え方を教えていただきたい
と思います。

・過去のリストもあればありがたいです。外科・内科以
外にも…。

・在宅関連のテーマ、例えば脳卒中後遺症、認知症、大
腿骨頚部骨折術後の課題、リハビリなど今後、病院と
地域のかかりつけ医との連携にかかわるもの

・新病院の施設説明
・各科での代表例（紹介患者等）について症例検討、講
演会等。

・何でもＯＫ

・今後も連携よろしくお願いします。
・断られたことはありますが、いつも丁寧に対応して下さり、大変感謝してお
ります。予約制にしないで、時間はいつでも可を保って下さい。

・土曜日午後の診療体制を整えてほしい。
・近隣医師会との距離がもっと近くなるよう、共に努力して行きたいと思います。
・地域の中核病院として、自覚と誇りを持って頑張って頂きたいと思います。
・今後ともより高いレベルの医療連携をよろしくお願いします。
・貴院宛の紹介状を持っている患者を、当方へ紹介された事例で、紹介元の医
師がその件を知らず、後々その話をしたら気まずくなった事がありました。
ご紹介は有難いですが、できれば紹介元に一言ことわってからしていただけ
れば問題ないと思います。

・普段聞けない、自分の専門分野以外の講演を聞けて、勉強になりました。ま
た、参加してみたいです。

・今後ともよろしくお願いいたします。
・いつも詳細なサマリーをありがとうございます。

立川病院へのご意見・ご要望等について
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平成28年度懇話会についてのアンケート
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当院の単孔式腹腔鏡手術 　　　

　平成28年４月より消化器外科部長に赴任しました亀山哲章です。

　私の専門分野である腹腔鏡手術において、より低侵襲な手術

を目指し、臍の傷ひとつで手術をする単孔式腹腔鏡手術をご紹

介します。

　単孔式腹腔鏡手術の適応は、通常の腹腔鏡手術と同様です

が、中でも胆嚢疾患やソケイヘルニア、腹壁ヘルニア、虫垂炎な

どの良性疾患であり、胆嚢摘出術が最多（約500例）です。

　手術自体の難易度は高いですが、整容性の高い単孔式腹腔鏡

手術は患者さんの満足度が高く、約１ヶ月後にはどこに傷がある

のか分からなくなります。

　手術患者さんのスケジュールとしては、ご紹介を頂いた日に手

術日を決定し、その日にあわせ術前精査を行います。手術前日に入院し、手術します。ソケイヘルニアであれば手術後

翌日ないし翌々日に退院となり、胆嚢疾患であれば術後３～４日目に退院となります。手術日は患者さんのご都合にあ

わせ決めていますが、概ね２～３週後には手術しております。単孔式腹腔鏡手術は、いわゆる“傷の見えない手術”で

あり、患者さんの満足度が非常に高い手術です。

《現在まで単孔式腹腔鏡手術の経験数は900例を越え日本でトップクラスの症例数を誇ります。対象疾患としては約

８割が良性疾患であり、胆嚢摘出術が最多（約500例）です。》

《手術自体の難易度は高いですが、整容性の高い単孔式腹腔鏡手術は患者さんの満足度が高く、約１ヶ月後にはど

こに傷があるのか分からなくなります。》

　是非ご紹介のほどよろしくお願いいたします。
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子宮移植は可能か？
－新たな臓器移植への挑戦－ 　　　

　女性にとって、妊娠・出産、子どもは誰もが思う

絵に描いた様な理想像かもしれませんが、世の中

（日本）には生まれつき子宮がない女性、子宮腫瘍

などで子宮を失ってしまう女性が20代～30代のいわ

ゆる生殖年齢で約6万人おります。これらの女性は子

宮がないため、妊娠することが不可能であり、子ど

もを授かることができない状況です。これらの女性

が自分達の遺伝子を継承した子どもを授かる手段と

して、代理母が考えられますが、昨今の報道にもあ

りますように多くの倫理的問題が生じており、日本

においては許容されておりません。これらの若年女性は子宮がないことで、子どもを授かれないことだけでな

く、恋愛や結婚にも支障をきたし、女性としてのアイデンティティーの喪失を招くことも散見されます。

　私が子宮移植の発想に辿り着いたのは、2009年の時でした。20代の子宮頸癌の女性に手術前に「子宮は絶

対残してください!」と泣きつかれました。しかし、残念ながら癌の進行により子宮は残せず摘出しました。

その手術の最中に、「子宮を他の人から移植したらこの人は将来妊娠・出産できるのでは？」と思いついたの

が、私の子宮移植研究のきっかけでした。

　子宮移植は子宮がない若年女性に第3者からの子宮の提供を受けて、妊娠出産を目指す新たな臓器移植医療と

して考えられるようになってきました。私もヒトと同じ霊長類であるサルを用いて研究を進め、妊娠・出産に成

功しており、技術的には可能な技術と思っております。しかしながら、以下のような多くの課題もあります。

・生命の誕生にここまで人が手をくわえてもよいのか？

・免疫抑制剤の副作用、胎児に影響ないのか？

・誰が子宮を提供するのか？

・移植手術は危険ではないのか？

などです。

　しかしながら、自分のお腹で自分達の遺伝子を継承した子どもを育てて出産するというのは、第3者に妊娠

を依頼する代理母出産よりは倫理的にもハードルは低いものと考えられております。現在、私のところには多

くの患者様からの子宮移植を受けたいという声だけでなく、子宮を提供したいという献身的な声も頂いており

ます。そのため、日本で子宮移植の臨床応用が一刻も早く実現できないか、現在日本の私達のチームは研究会

を設立したり、関連学会や厚労省に駆け寄って体制作りを行っております。私の目標として、日本で3年以内

に人での臨床実施を目指したいと思っております。

　女性にとって、子宮は毎月の月経で煩わしいと思う方が多いかもしれません。しかしながら、女性の象徴の

臓器ともいえます。子宮移植という新たな臓器移植が日本で実現できたら、子宮が生まれつきない、もしくは

失った女性にとって何かしらの希望の光になると信じております。

　子宮移植は可能です。子宮を失った若年女性に多いに福音をもたらすことを願っております。
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立川病院の理念
「質の高い、思いやりのある医療の実践」

目　標

１．医療事故防止を徹底し、安全な医療を提供する
２．患者さんの権利を尊重し、笑顔と優しい言葉で
接する

３．質が高く信頼できる医療提供のため、職員は日々
研鑽する

４．地域医療連携ネットワークを重視した医療を展
開する

発　行：平成29年1月1日（年３回　1月･5月･9月）
発行者：立川病院地域医療連携センター
編集者：三田村秀雄､宮岡豊子

国家公務員共済組合連合会　立川病院
　東京都立川市錦町4-2-22（〒190-8531）
　TEL：（042）523-3131 FAX：（042）522-5784
　ホームページアドレス：
　http://www.tachikawa-hosp.gr.jp/index.html

地域医療連携センター
　TEL：（042）524-2438 FAX：（042）523-3160

　ご要望などございましたら､地域医療
連携センターまでご連絡をお願いいた
します。

編 集
後 記

先日、わかば地域包括支援センターから依頼があり、学習会の講師をさせていただきました。内容
は、宮岡センター長が「立川病院のしくみについて」、私が「認知症疾患医療センターともの忘れ外
来について」でした。質疑応答の時間では、「入院してもすぐに出ていかないといけないんですよ
ね？」「相談窓口があることを知らなかった」「近所に認知症だろうと思う人がいるけどどうすれば
良いのか…」などの話で盛り上がりました。立川病院　地域医療連携センターとして、より一層　立

川病院や認知症疾患医療センターについて、地域の皆さんに周知させていただき、安心・信頼できる医療を提供して
いかなければならないと実感しました。この学習会を午前と午後の２ヶ所でさせていただき、お昼は「男性のための
料理教室」で地域の皆さんと一緒に昼食をいただきました。皆さんテキパキと料理、配膳、片づけをされていまし
た。メニューは、ちらし寿司・里芋の煮ころがし・みそ汁・抹茶のムースでした。男性がメインですが、90歳代の女
性や夫婦で参加されている方など、30名程の参加者がいらっしゃいました。世間話しをしながら、「みんなで食べる
と一層美味しいね」と和気あいあいとした雰囲気の中、皆さんの笑顔がこぼれていました。こういった活動により、
地域の方たちが顔なじみになりお互いをさりげなく気遣える地域づくりに繋がると思います。普段、病院で勤務して
いるとなかなか触れる機会のなかった地域の活動を体験し、地域の皆さんと関われたことはとても貴重な体験でし
た。今後も、地域の皆さんとの繋がりを深め、“地域包括ケアシステム”を構築していきたいです。 K.K 記

放射線診断科からのお願い
　CTやMRI検査で造影剤を使用する可能性がある場合には、3ヶ月以内の腎機能検査等のデータ
を検査当日に患者さんにご持参いただくようにお願い致します。

診療申込みのご案内

連携医（客員医員）の登録について
　当院では､協定を結んでおります7医師会および立川市、国立市歯科医師会の先生方の連携医（客
員医員）の登録を随時受け付けております。所属医師会事務局を通じてご登録をお願いいたします。

認知症疾患医療センターからのお知らせ
認知症でお困りの方につきましては、地域医療連携センターにてご相談を承っております。また、
診察のご用命に関しては、予約制となっておりますので、認知症疾患医療センター事務局フリーダ
イヤル0120ー766ー613（平日8：30～17：15）までお願いいたします。

平成26年4月14日（月）より、立川病院において小児科の救急診療室を開設しております。
診療科目　小児科（15歳未満が対象）　　TEL　042-523-2677
診療日時　毎週月・水・金曜日の3日間　19：30～22：30（受付終了22：00）（祝日及び年末年始を除く）

● 専用用紙（4枚綴り）
当院の診療情報提供書（FAX専用）との兼用となっております。
FAX診療をご利用いただく場合は１枚目より、診療情報提供書のみの場合は２枚目よりご記入ください。
ご紹介いただく際は、初診窓口での待ち時間の無い様できるだけ「FAX診療申込み」をご利用ください。先生
の医院名、先生のお名前等忘れないようにお願い致します。

● 専用封筒
客員医員の先生方のみにご利用いただく専用封筒です。
患者様をご紹介いただく際は、先生方からのご紹介であることが一目でわかる専用封筒をご活用ください。

● FAX診療申し込みの受付窓口となっております。 FAX：０４２－５２３－３１６０
患者様には予約日当日、紹介専用カウンター（平日）に保険証と診療申込書をご提示いただくようにご説明く

ださい。
＊ 診療申込書・専用封筒がご入用の際は地域医療連携センター迄ご請求ください。
＊ FAX診療をご利用いただかない場合は、通常お使いの様式でも結構です。

● 診療受付時間（8:30～11:30）外や救急の診察や検査等のご依頼やご相談を承って
おります。

● 検査等のご予約は地域医療連携センターへお願いします。
＜MRI・CT・一般撮影＞
＜脳波・ホルター心電図・各種エコー等生体機能検査＞
＜RIアイソトープ＞
予約先直通電話番号　042－524－2438　

● 共同診療が可能です。
共同利用専用病床をご希望の場合には、地域医療連携センターにお電話の上、立川病院FAX専用用紙と診療情

報提供書を地域医療連携センター宛にFAX送信お願いします。
診療科部長と相談をさせていただき、主治医決定後に連絡をさせていただきます。

立川市小児初期救急平日準夜間診療室を開設いたしました。
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