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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。

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。

● 診療のご相談、緊急受診のご依頼は地域医療連携センターで承ります。
電話番号：042－524－2438（時間外は代表に切り替わります）
FAX番号：042－523－3160

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、東大和市歯科医師会の医師方の
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。フリ
ーダイヤル0120－766－613（平日8：30～17：15）
　また、診察のご用命に関しては、外来予約センターでご予約を承ります。
　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。

診療科目　小児科（中学生まで）応急的診療のため、投薬は最低日数分となります。
診療日時　月曜日～金曜日（祝日及び年末年始を除く）19：30～22：30（受付終了22：00）
診療場所　立川病院1階（立川病院東側時間外出入口）  TEL　042－523－2677

外来予約センターのご案内
診療予約、各種検査のご予約を承ります。
　電話番号　042－523－3856
　FAX番号　042－512－7683
　受付時間　平日8：30～17：00　　第2・第4土曜日8：30～12：00
＊診療のご予約は患者様からのお電話でも承ります。

外来予約センターよりお願い
　患者さんご自身から紹介状・画像等のご郵送や持ち込みをお願いしております。（予約日の2日
前まで必着・任意）
　担当医師が事前に診療情報を確認することで、当日の検査や診療の準備ができる、来院時間の受
付にかかる時間が短縮できるなど、よりスムーズな受診につながります。
〈郵送での送付〉

個人情報のため簡易書留での郵送をお願いしております。
立川病院　地域医療連携センターへお送りください。

〈お持ち込み〉
診療受付へお越しください。
月曜日～金曜日 8：15～15：00
第2・第4土曜日 8：15～12：00

〈送付・持込いただくもの〉
・診療情報提供書（紹介状）
・画像（フィルム、CD-R）
・健康保険証、医療券（送付の場合はコピー）

立川市・立川病院 こども救急室
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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 」

＜信条と行動指針＞

・患者さん中心の医療（Patient centered care）
患者さんの思いに寄り添った医療を行おう

・皆の協働で実践する医療（Partnership）
患者／職員／地域と手を組んで医療を実践しよう

・高い専門性と倫理観に基づく医療（Professionalism）
安全で最良の医療を尽くし結果に責任を持とう



立川病院地域医療連携懇話会
中止に関してのご挨拶 地域医療連携センター地域医療連携センター

部長部長
秋山 芳伸秋山 芳伸

　平素より立川病院の診療にご協力いただきまして、誠にありがとうございます。

　新型コロナ感染症拡大の収束の見えない現状を鑑みまして、本年度の立川病院地域医療

連携懇話会は中止とさせていただくこととなりました。多くの地域の皆様と直接お会いし

顔の見える関係性の構築につながる、この懇話会開催を非常に大切に考えておりましたの

で、とても残念であり、申し訳ないことと心よりお詫び申し上げます。

　当院では、新型コロナ感染症への対応において地域医療支援病院として、地域の先生方

からのご依頼をCOVID-19チーム及び入院病棟スタッフを中心に、病院一丸となって積

極的に受け入れてまいりました。また、院内での感染対策を感染対策室主導のもと厳格に

維持し、新型コロナ感染症以外の疾患についても、これまで通りの診療体制の継続、維持

に努めてきました。

　コロナ感染症の中、地域医療の一助となれますよう、今回は懇親会に替え当院の診療に

関しての紹介を紙面にてお伝えさせていただくこととなりました。懇話会同様に各部門が

アピールポイントをまとめております。ぜひお手にとってご覧ください。診療内容に関し

て、ご意見・ご質問などございましたらいつでも地域医療連携センターまで、ご一報いた

だけましたらと存じます。

　今後も急性期病院としての機能を維持し、質の高い医療を提供するよう、先端医療や高

難度手術といった診療技術の向上やケアの充実に努めます。そして、患者さんが安心して

生活し、切れ目のない医療やケアを受けられるように地域の皆様との連携を進めていきた

いと考えています。今後も受診しやすい、紹介しやすい、地域医療と密につながる病院を

目指し努力して参ります。これからも立川病院をよろしくお願い申し上げます。
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各科ご紹介

地域医療連携センター

地域医療連携センターからのお知らせ
　日頃より、当院の地域医療連携センターの運営に、ご理解・ご協力いただき誠に�
ありがとうございます。
　4月より、以下のように運営を変更していますのでご協力をお願いいたします。

外来予約センター開設
診療予約・各種検査のご予約を承ります。　
　　（全診療科、紹介状が必要です）
　※診療のご予約は、紹介状をお持ちであれば患者さんからのお電話でも承ります。
　　　�また、紹介状を持参していただいても予約がないと当日受診できない場合がご

ざいます。事前のご予約をお願いいたします。
　　　（耳鼻咽喉科は、受付時間内であれば紹介状があれば受診可能です）

受付時間　平日　8:30～17:00
　　　　　第２・４土曜日　8:30～12:00
電話番号　042-523-3856
FAX番号　042-512-7683
　※�月曜日は、特に電話が混み合い繋がりにくく、�
ご迷惑をおかけしております。

当日、受診依頼の対応時間
　変更前　8:30～18:30　➡　変更後8:30～17:15
　※17:15以降は、当直看護師が対応させていただいています。
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各科ご紹介

循環器内科
　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。
　循環器内科では、心筋梗塞・狭心症、心不全、不整脈、弁膜症、心筋症などの心臓病全般を診
療しています。特にカテーテル治療に力を入れ、東京都CCUネットワークに加盟し、東京都消
防庁と緊密な協力体制を構築し、循環器疾患の急性期治療に積極的に取り組んでいます。糖尿病
などの患者さんの虚血性心疾患のスクリニーング検査も行っています。

　これからも地域の先生方の信頼・期待に応えられるよう、循環器内科一同取り組んで参りますので、
ご指導ご鞭撻の程をよろしくお願い申し上げます。

　毎朝、循環器内科カンファレンスを行い、�
CCU当直からの申し送り、当日の心カテ予
定の確認、入院患者さんの状態報告、今後の
検査予定、治療方針など話し合います。
　このカンファレンスには、看護スタッフや
リハビリスタッフほか多職種が参加していま
す。
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各科ご紹介

呼吸器内科

　多くの患者様をご紹介頂き誠にありがとうござ
います。

　本年度はスタッフ5名で呼吸器内科診療を行っ
ています。呼吸器感染症やCOPD、気管支喘息
の他に肺癌、びまん性肺疾患（間質性肺炎）の診
療に力を入れています。

　地域貢献できるよう努めて参りますので、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。

専門外来 月 火 水 木 金

午前 舩津 眞鍋 黄 黄 福井

午後 舩津 眞鍋 黄 舩津・伊藤 福井

毎日専門外来を開設しています。

疾患 患者数
肺炎 281
肺癌 244

びまん性肺疾患 68
肺膿瘍・膿胸 31
COPD 13
気管支喘息 8

令和元年度　主な入院患者の内訳（815名中）

左から中野（研修医）、眞鍋、舩津、黄、伊藤、福井

4



各科ご紹介

消化器内科
　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、柏崎一男、金子光太郎、宮澤正治、古宮憲一、松下美沙子、古田孝一の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、内視鏡的逆行性膵胆管造影検査下
総胆管結石除去、内視鏡的ステント留置術、早期悪性腫瘍粘膜下層剝離術などの治療を行ってお
り、肝臓疾患においてもウイルス肝炎治療の進歩は著しく経口薬による治療に積極的に取り組ん
でおります。食道、胃、大腸、肝臓、膵臓、胆道などのがん薬物療法にも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。よろし
くお願い申し上げます。

【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）
・食道、胃、大腸、肝臓、膵臓、胆道などのがん薬物療法

　C型肝炎治療の目標は、HCV
持続感染によって惹起される慢
性肝疾患の長期予後の改善、即
ち肝発癌ならびに肝疾患関連死
を抑止することにあります。
　インターフェロンフリーDAA
（Direct� acting� Antiviral�
Agent）治療薬の進歩により腎
機能障害（血液透析含む）、非
代償期肝硬変においてもDAAに
よる治療が可能となり積極的に
治療に取り組んでおります。
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各科ご紹介

脳神経内科
　脳神経内科をよろしくお願いいたします！
��
得意とする疾患
　�認知症、パーキンソン病、てんかん、脳卒中、多発性硬化症、重症筋無力症、ギラン・バレー
症候群、脊髄小脳変性症や筋萎縮性側索硬化症などの神経難病、片頭痛、眼瞼痙攣、片側顔面
痙攣。

外来、入院の診療
　神経内科専門医２名および内科後期研修医が担当しています。
　服部英典、久住呂友紀

専門的な治療
　ボトックス注射（眼瞼痙攣、片側顔面痙攣）
　ソリリス点滴静注（重症筋無力症、視神経脊髄炎）
　ヌーカラ皮下注（アレルギー性多発血管炎性肉芽腫症）
　免疫吸着療法（重症筋無力症）
　血漿交換療法（重症筋無力症、視神経脊髄炎、CIDP、ギラン・バレー症候群）
　�免疫グロブリン大量静注療法（�重症筋無力症、CIDP、ギラン・バレー症候群、アレルギー性

多発血管炎性肉芽腫症、多発性筋炎・皮膚筋炎）
　胸腺腫摘出術（重症筋無力症、当院呼吸器外科で実施）
　デュオドーパ療法（パーキンソン病）�
　リハビリテーション・薬剤調整（パーキンソン病）

専門的な検査機器
　頭部、脊髄、筋肉のMRI
　脳血流シンチ、MIBG心筋シンチ、DATスキャン
　頸動脈エコー
　筋電図、脳波

東京都地域拠点型認知症疾患医療センター
フリーダイヤル　0120-766-613
センター長：服部
副センター長：桑原
地域医療連携センター：風間
専任看護師：神山
専任相談員：黒田
事務員：松野
精神科：新田
脳神経内科：久住呂

2012年～
東京都認知症疾患医療センター (12施設)
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各科ご紹介

血液内科 
　いつも患者様をご紹介いただき、また逆
紹介の患者様をご高診いただき、誠にあり
がとうございます。
　連携医の先生方におかれましては、白血
球・赤血球・血小板の数や分画の異常、リ
ンパ節腫脹、凝固異常などの患者様をいつ
もご紹介いただいております。
　当科の外来・入院のべ患者数、初診患者
内訳について、過去4年間の集計をお示し
します。
　その多くを造血器腫瘍（悪性リンパ腫、急
性白血病、骨髄増殖性腫瘍、骨髄異形成症
候群、多発性骨髄腫など）が占めています。
　現在、常勤医として小橋、2020年度赴
任の安部・井上・増田、非常勤医として菊
池、村上、石田の3名が所属し、血液専門
医5名の体制で診療を行っております。
　外来化学療法室は16床、病棟は無菌室
20床（個室8床、4人部屋12床）を備え、
患者様のQOLに配慮した化学療法に努め
ております。
　月曜日以外の各曜日で外来診療を行って
おります。
　急性白血病が疑われる場合、血小板数1
万/μl未満で出血傾向を伴う場合など、患
者様のご容態による予約外受診や緊急の転
院も適宜対応させていただいておりますの
で、地域医療連携センターへご相談ください。
　血液の異常についてお困りの事がございましたら、お気軽にご相談ください。

外来・入院のべ患者数（名）
2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

外来のべ患者数 6,684 6,809 7,235 7,720
入院のべ患者数 10,740 10,984 10,880 10,513

外来担当医表
月 火 水 木 金

午前 ― 安部 小橋 菊池 村上

午後 ― 安部
石田 小橋 菊池

小橋 村上

日本血液学会　血液疾患症例登録対象　初診患者数（名）
病名 2016

年度
2017
年度

2018
年度

2019
年度

骨髄系
腫瘍

急性骨髄性白血病 7 9 12 13
骨髄異形成症候群 18 17 15 13
慢性骨髄性白血病 4 1 5 7
真性多血症 3 4 1 9
本態性血小板血症 2 6 8 8
原発性骨髄線維症 0 0 2 0
慢性骨髄単球性白血病 1 2 0 2

リンパ系
腫瘍

急性リンパ性白血病 2 4 2 2
非ホジキンリンパ腫 47 49 55 68
ホジキンリンパ腫 3 3 2 5
意義不明のM蛋白血症 1 6 4 3
多発性骨髄腫 9 12 10 11
原発性マクログロブリン血症 1 0 1 1

その他の造血器腫瘍 0 1 0 2

赤血球系
疾患

巨赤芽球性貧血 6 4 2 7
溶血性貧血 0 1 3 3
再生不良性貧血 2 2 7 4
赤芽球癆 0 1 2 1

血栓・止血
疾患

特発性血小板減少性紫斑病 21 5 11 12
凝固異常症 1 1 5 2

その他の血球増多・血球減少 25 8 2 4
合計 153 136 149 177

無菌室入口 血液内科病棟スタッフ
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各科ご紹介

腎臓内科

・血尿、蛋白尿などを契機とした腎疾患の拾い上げ、原因診断

・高血圧症・電解質異常の原因精査、加療

・急性腎障害・慢性腎臓病症例に対する原因精査・加療

・末期腎不全患者様に対する腎代替療法の提示ならびに導入
　上記診断のための腎生検も積極的に実施し、病理診断科とともに腎病理を検討しています。

　地域の先生方におかれましては、腎疾患の早期拾い上げのため、

・検診での蛋白尿陽性、蛋白尿を伴う血尿陽性　・血清Cr値上昇

の症例については、積極的に腎臓内科にご紹介ください。

　具体的には、検診検尿異常などにより貴院受診時、再検査の採血検尿で、

１。蛋白尿： 0.50g/gクレアチニン以上 または2＋以上の蛋白尿 
２。蛋白尿と血尿がともに陽性（1＋以上） 
３。eGFR＜50ｍＬ/分/1.73㎡ 　　　　　　　　　　　　　のいずれか

�

を指摘した場合、積極的に当院当科へご紹介いただければ幸いです。

メンバー
　　　　　　　二木　功治　（金曜日午前午後　腎臓内科外来）
　　　　　　　篠塚　圭祐　（月曜日午前午後　腎臓内科外来）
健診センター　五十嵐　有　（水曜日午前午後　腎臓内科外来）

診療内容

　当科では、血尿、蛋白尿など腎疾患の原因診断、慢性腎臓病の進行抑制、高血圧を主体とした
診療や、糖尿病腎症、腎硬化症、膠原病に伴う腎障害などの多岐にわたる腎疾患の診療をおこ
なっています。
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各科ご紹介

透析センター

血液浄化療法について
　透析センターは、腎臓内科が中心となり、
泌尿器科からの協力・連携を得ながら、血液
浄化療法を担当、実施しております。
　多様な疾患に対して血液透析以外の血液浄
化療法も扱い、全ての科に必要とされる各種
療法を担当します。
　多様な疾患に対して血液透析以外の血液浄
化療法（アフェレーシス）も扱い、全ての科
に必要とされる各種療法を担当します。

腎代替療法
（とくに腹膜透析について）

　当院では、腎代替療法における療法選択を
重視します。腎不全が進行した時に、
①血液透析� ②腹膜透析�
③腎移植� ④保存療法
の4つのうち、1つの道を選ぶことになりま
す。

　腎臓内科ならびに透析センターでは、腹膜
透析を実施する患者様についても、透析療法
の実施のためにサポートを行っております。

　現在の日本では、血液透析32万人に対
し、腹膜透析1万人と、透析者の約3%を占
めます。
　経過良好なら月1度の自宅で自分のペース
で行えるメリットがあります。その反面、自
己管理や家族のサポートが必要になります。
腹膜劣化の防止のため5-8年、腹膜透析継続
の後、血液透析に移行するのが通常です。最
近は併用療法も注目されています。

腹膜透析を希望される方がいらっしゃいましたら、ぜひ当院へご紹介ください。
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各科ご紹介

糖尿病・内分泌代謝内科
◎医師の紹介（常勤医）　
矢島　賢（やじま　けん）
　日本糖尿病学会　専門医　研修指導医　学術評議員
　日本内分泌学会　専門医　内分泌代謝科指導医
　日本内科学会　総合内科専門医　指導医
　日本医師会　認定産業医
　　❖�2016年１月より当院は、日本糖尿病学会専門医の認定教育施設となり、糖尿病専門医を

目指す医師を受け入れ、教育を行うことが可能となりました。
黒川　安晴（くろかわ　やすはる）
　★2020年４月～2021年３月、2022年４月～2023年３月まで当院で研修予定。
　日本内科学会　内科専攻医

●糖尿病
　血液検査、糖負荷試験などで診断を行います。
　診断されて間もない患者さんには糖尿病教室、栄養相談、教育入院などの初期指導を行うよう
つとめております。
　入院中の患者さんの血糖管理（周術期管理、急性期管理）を行っております。
※�安定した糖尿病患者さんの継続治療については病診連携を通じて地域の先生方に逆紹介させて
いただいております。

●内分泌疾患（間脳・下垂体、甲状腺、副甲状腺、副腎など）
　血液検査、負荷試験、画像診断などで診断を行っています。
　甲状腺はBasedow病、橋本病、亜急性甲状腺炎、無痛性甲状腺炎、妊娠に伴う一過性の甲状腺
機能亢進症（gestational�transient�hyperthyroidism�;�GTH）など幅広い診療を行っております。
　副腎は原発性アルドステロン症の診断目的にカプトプリル負荷試験、立位フロセミド負荷試験
を行っております。
　各内分泌臓器の異常が疑われれば各種負荷試験を行い、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に紹介しております。
※�安定した内分泌疾患の継続治療については病診連携を通じて地域の先生方に逆紹介させていた
だいております。
　
 【他科の先生方に御協力をいただいている疾患領域】
　❖�妊娠糖尿病（産婦人科）� 教育入院、インスリン導入など
　❖�甲状腺腫瘍（耳鼻科）� 針生検、手術など
　❖�副腎腫瘍（泌尿器科/放射線科）� 負荷試験、副腎静脈サンプリング、手術など
　❖�脳下垂体腫瘍（脳神経外科）� 負荷試験、手術など

★�当科の診療体制上、ご不便やご面倒をおかけしてしまうかもしれませんが、誠心誠意対応させて
いただきますのでよろしくお願いします。
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各科ご紹介

膠原病・リウマチ内科

　平素より大変お世話になっております。日頃からたくさんの患者様をご紹介頂き誠にありがと
うございます.�

　膠原病・リウマチ内科では、関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、多発性筋炎・皮膚筋
炎、強皮症、血管炎、シェーグレン症候群などのリウマチ・膠原病全般を主な診療対象としてい
ます.�

　2020年10月より新たに秋山光浩医師（慶應義塾大学医学部膠原病・リウマチ内科所属）が木
曜専門外来を担当致します。

　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。

　 木 金

専門外来 秋山光浩 武中さや佳
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<立川病院小児科のメンバー構成と専門分野>
<常勤>
米山�浩志（部長）� 血液・悪性腫瘍�
下郷�幸子（医長）� 神経
高村�恭子（医長）� 新生児
荒巻�恵　（医長）� 循環器
守山�汐理（医員）� 神経
尾崎�慶子（医員）� 小児科一般
篠原�嶺　（医員）� 小児科一般
寺田�朱織（医員）� 小児科一般

<非常勤>
松山�健� 腎臓
嶋田�博之� 血液・悪性腫瘍
小林�久人� 呼吸器
佐々木�悟郎� 内分泌
上原�朋子� 腎臓
大木�寛生� 循環器
山田�浩之� 循環器
山本�倫子� 小児臨床心理

各科ご紹介

小児科

<立川病院小児科の特長>
◦�東京都地域周産期母子医療センターとしてNICU６床とGCU相当病床6床を稼働させ、単胎在
胎週数32週推定体重1500g以上、双胎35週以上の早産・低出生体重児の周産期管理を産科と
協力の上行っております。また医療必要母体からの挙児を精神神経科との連携も行いNICUで
のケアを行っております。
◦�東京都指定二次救急医療機関として、小児二次救急医療を担っております。
◦�11床の小児入院医療を行う病棟を有し、多方面の科にわたる患児の精査加療を完全看護で
行っております。また各種検査のための入院も可能です。
◦�循環器、神経、呼吸器、腎臓、内分泌、血液・腫瘍、心療小児科、新生児フォローの専門外来
を行っております。
◦�第二種感染症指定医療機関としてCOVID-19感染疑い小児症例の外来・入院診療、単独入院
が可能な陽性確定症例の入院加療、家族感染例の包括入院加療、感染疑い母体からの挙児の出
生後観察入院等、対応を行っております。また東京都立小児総合医療センターと連携をし、患
児の重症度・年齢によりトリアージ加療を行っております。
◦�在宅医療ケア児のレスパイト入院・加療を行っております。
◦�立川市内の幼稚園・保育園と連携し、また立川市乳幼児健診を担当・代行し、地域の小児の健
康管理に努めております。
◦�小児および成人の予防接種業務を行っております。
◦�立川市医師会の先生方のお力を借りつつ、総合的な小児医療を展開しております。

　近隣医療機関の先生方から頼りにされるような立川病院小児科でありたいと願っております。
入院、精査等が必要と思われる小児の患者様がいらっしゃいましたら、是非ご遠慮なく立川病院
にご紹介ください。
（ご依頼は当院地域連携センターまでご連絡いただけますようお願い申し上げます。）
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各科ご紹介

外科
安心してご紹介いただけるよう迅速な対応を心がけております。
いつでもご相談いただけましたらと存じます

消化器外科：消化器領域全般に手術を施行しています。積極的に腹腔鏡手術が行い、良性疾患で
は�75%以上が腹腔鏡手術であり、そのうち�65%の症例にはお臍の一つの傷のみで行う手術、
単孔式腹腔鏡手術を施行しています。また悪性疾患に対しても腹腔鏡手術を積極的に行っていま
す(本年度:胃癌手術の�61%、�大腸癌手術の�79%、肝臓癌手術の�71%)。患者さん方への侵襲を
より少なく、術後の早期社会復帰を�目指し治療を行っています。

乳腺外科：乳がんを疑う場合には初診時に乳腺エコー
やマンモグラフィを実施し当日のうちに針生検による
病理診断まで実施しています。また、術後補助療法と
しての抗癌化学療法、ホルモン療法、放射線照射も患
者さんの希望を取り入れ積極的に行っています。

血管外科：下肢静脈瘤の治療は疼痛の少ない血管内手
術を日帰りで行っています。リンパ浮腫診療について
は、当院での診療が周知され、近隣の地域がん診療連
携拠点病院のみならず、がん研有明病院などからも継
続的に紹介を受けています。

その他
64件

食道・胃
・小腸
99件

大腸・肛門
182件

肝・胆・膵
132件

腹壁
157件

血管外科
103件

乳腺外科
115件

計852件

2019年度手術数

岩丸有史
呼吸器外科

服部裕昭
乳腺外科

山本達也
呼吸器外科

秋山芳伸
血管外科

亀山哲章
消化器外科

武居友子
消化器外科

猪股研太
消化器外科

矢作雅史
消化器外科

伊藤よう子
一般外科
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各科ご紹介

呼吸器外科
取り扱う疾患・内容 
◦�胸部疾患・呼吸器疾患の外科的診断・治療全般
◦�原発性肺癌、転移性肺腫瘍の手術
◦�胸腺癌・胸腺腫・奇形腫・神経原性腫瘍などの縦隔腫瘍の手術
◦�胸膜腫瘍・びまん性肺疾患・リンパ増殖性疾患の生検・手術
◦�嚢胞性肺疾患（気胸）の手術　　など

診療の特徴
◦�胸腔鏡下手術（VATS)が中心（94.9％、2019年実績）
　�平成９年よりVATS導入。カメラ挿入孔と小開窓（�1ポート+1ウインドウ）による、低侵襲で
安全性の高い手法をいち早く確立。1500例以上の豊富な実績・安定した成績を有しています。
◦�隣接臓器の合併切除や胸郭形成手術などの、拡大・特殊手術にも対応しています。
◦�内科各分野、放射線診断科・放射線治療科、整形外科、形成外科、などと連携し、当院の総合力
を生かした医療を実践しています。
◦�安全性・根治性・QOLのバランスと、丁寧な説明を重視しています。

手術実績（2019年度）
原発性肺癌 61
転移性肺腫瘍 13
気胸 18
縦隔腫瘍 11
びまん性肺疾患 2
炎症性疾患 2
リンパ増殖性疾患 １
悪性胸膜中皮腫 0
良性肺腫瘍 7
胸壁腫瘍 0
その他 2
合計 117

私たちが担当します。
よろしくお願い致します。
（セカンドオピニオンも随時受付）

手術数推移

中島優太
（臨床研修医）

胸腔鏡下手術（1ポート+1ウインドウ）

山本達也
（部長）

岩丸有史
（医長）
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各科ご紹介

整形外科
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各科ご紹介

形成外科

2020年4月から
常勤2名が交代
となりました！
新体制でも、

よろしくお願い
いたします。

当院でも、リンパシンチ
検査も開始し、リンパ管
静脈吻合術の手術に力を

入れています。

鎌田�将史濱田�茉梨子河野�暉

外来日程（全てＡＭ）�2020年10月1日現在
・火（濱田・鎌田）
・水（濱田）
・木（鎌田）
・金（濱田）
・第2土（鎌田） 日本創傷外科学会にマスコット

キャラクター「なおるん」

2020年4月～
　濱田�茉梨子（医師10年目）
2020年4月～9月
　河野�暉（医師6年目）
2020年10月～2021年3月
　鎌田�将史（医師6年目）

＜形成外科で取り扱う主な疾患＞
◦形成外科一般
◦リンパ浮腫（※血管外科外来）
◦眼瞼下垂症、眼瞼内反症
◦顔面外傷
◦皮膚・皮下腫瘍、脂肪腫など
◦先天異常（多指・合指症など）
◦肥厚性瘢痕、ケロイド、瘢痕拘縮
◦腫瘍切除後の欠損組織の再建
◦ボトックス（重症腋窩多汗症）　　
など
患者様がいらっしゃいましたら、
ご紹介ください。
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各科ご紹介

リハビリテーション科

スタッフ紹介
リハビリテーション科医長　黒川�真希子　
資格：日本リハビリテーション医学会専門医・指導医
理学療法士　８名　作業療法士　４名　
言語聴覚士　２名

�脳血管リハ（Ⅰ）、心大血管リハ（Ⅰ）、運動器リハ（Ⅰ）、廃用症候群（Ⅰ）、がんリハの保
険算定基準を有す。

　リハビリテーション科では患者さんの機能評価や身体能力の維持、活動低下予防に対応してい
ます。具体的には、運動指導や家族相談、嚥下機能評価、呼吸リハビリテーション指導などで
す。専門外来としては脳卒中後遺症の手足の痙縮に対してボツリヌス毒素注射も行っています。
脳卒中発症から長期経過してから痙縮や装具の相談が必要になる場合もありますので地域の先生
から該当する患者様をご紹介頂ければ幸いです。
　外来受診される患者様には予防的介入・指導に特に力を入れています。食べ物が頻繁にむせ
る、嚥下困難感がある方には嚥下リハ指導、嚥下造影検査での評価指導を実
施しています。誤嚥性肺炎の予防や安全な摂食を自宅で続けるためにもムセ
などの自覚症状がある患者さまがいましたらお気軽にご紹介下さい。

　待ち時間がないよう完全予約制で対応。
　予約時間の30分以内に診察対応しています。
�リハビリテーション科医長　黒川真希子

リハビリテーション科スタッフ集合写真
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各科ご紹介

眼科
眼科診療態勢
部長　野村�昌弘*1*2*3�� （網膜、硝子体）
医長　佐々木�真理子*1*2*3*4� （網膜、硝子体）
医員　伊藤�賀一*1　　　　　　
医員　矢田�長洋
*1�眼科専門医、*2�医学博士、*3�身体障害者福祉法指定医、難病指定医、*4�PDT認定医
�

2019年度の手術件数
入院手術� 625
外来手術（注射含む）� 288
レーザー� 166

水晶体再建（複合含む）� 573
硝子体� 64
バックリング（硝子体除く）� 4
線維柱帯切除����������������� 12
※当院では日帰り内眼手術は施行していません。�

手術器械
白内障手術装置　　CENTURION�VISION�SYSTEM
眼科（網膜・硝子体／白内障）手術装置� Constellation�VISION�SYSTEM
� � 　・25G　　・Resight
Laser����　　　Vision�One�（Lumenis）
YAG�laser������ultra�Q�（ELLEX）
�
検査器械
OCT� 3D�OCT�2000�（Topcon）
静的視野� OCTOPUS�300
動的視野
眼底写真� TRC-50DX�（Topcon）
ハンドヘルド・レフケラトメーター　　HandyRef-K（Nidek）
ERG、B-mode�echo等
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各科ご紹介

脳神経外科

脳神経外科をよろしくお願い申し上げます

　皆様、日頃より大変お世話になっております。立川病院　脳神経外科　顧問の篠田正樹と申し
ます。2020年7月より部長事務代行兼任となりました。

　脳神経外科全般例に対し各種ガイドラインに準拠したベストサポートを心がけ診療しておりま
す。

　中でも得意専門分野としまして、小児と成人の水頭症の手術を含めた診療を積極的にしており
ます。国内の水頭症のエキスパートと共同して、小児期に脳神経外科手術をして成人になってか
ら合併症を呈してきたいわゆるキャリーオーバー症例も積極的に診療しております。障害を抱え
るパラリンピックの選手の支援にも積極的に取り組んでおります。

　現在水頭症に対しては脳室―腹腔（VP）シャント術、腰椎―腹腔（LP）シャント術、脳室―
心房（VA）シャント術、内視鏡下脳室壁開窓術が国内で行われております。シャント術では固
定圧シャントシステム、圧可変シャントシステムが使用されており、圧可変システムは４社５シ
ステム使用されています。いずれも優れたシステムですが、全く互換性がありません。シャント
術後の特発性正常圧水頭症の患者さんが、時間が経っていくつも施設を替わった後に、シャント
術後の合併症（シャント感染症による髄膜炎・腹膜炎・敗血症、シャント閉塞による水頭症再
発、腹腔内臓器穿孔など）を起こした時などは診療の方向性が途方に暮れてしまうこともござい
ます。特にPEG・シャント術合併例では重篤な状態になることもございます。立川病院に限ら
ず、他施設で水頭症の手術をされた方のご相談、ご質問などもお受けしますので、お気軽にご依
頼ください。

　また、当院赴任前に勤務しておりました聖路加国際病院での診療・臨床研究・脳ドック・セカ
ンドオピニオン、栄養サポートチーム（NST）などの経験を生かし、脳卒中の予防・治療にも
務めてまいります。

　現状の脳神経外科として可能な限り立川病院に貢献してゆきたいと思っておりますが、11月
より慶應大学　脳神経外科より伸び盛りの脳神経外科常勤医が勤務することが決定いたしまし
た。新メンバー共々、何とぞ宜しくお願い申し上げます。
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各科ご紹介

産婦人科

2019年1月～12月 臨床統計
分娩数 553件
帝王切開術 160件
母体搬送 30件

腹腔鏡手術 211件
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術
 10件
子宮鏡手術 45件

浸潤がん初回治療数 106件
悪性腫瘍手術 

（+異形成・境界悪性） 225件
放射線療法 14件
化学療法（導入） 102件
良性開腹手術 139件
良性腟式手術 12件

今
後
と
も
何
卒
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

産
婦
人
科
ス
タ
ッ
フ
一
同

♥�セミオープンや初診紹介など、連携の先生方には大変�
お世話になっております！

●お産の後の食事が華やかになりました。
　　特にディナーがおすすめです！
　　　さらにTea�Timeには
������“パレスホテル立川”監修の
���������スイーツをご用意しております!
　　～�詳しくは新しくなった産科のホームページをぜひ�

ご覧いただきたいです！～

★�母体搬送受け入れ数が増えています。小児科の先生方�
ありがとうございます！

●�多職種カンファレンス（精神神経科/MSWなど）で協力して�
妊婦を支援します。皆様ありがとうございます！

♠�子宮体がん・子宮頸がんのラパロ手術が導入されました！�
� �（木須/中村/飯島茂異人）

♣�ロキタンスキー専門外来（木須）が始まっています！

♦�手術件数が増えています。麻酔科/外科/泌尿器科病理/
放射線科の先生方、ありがとうございます！

Obstetrics

Gynecology

2020

飯島朋子

中野紗弓

三浦裕美子

片山素子

高畑海音子

松田紀代子

仙波宏史

平尾薫丸

中村加奈子

木須伊織

白石哲郎

飯島茂異人
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各科ご紹介

精神神経科
＜人事＞
　令和２年３月末をもって、滝上紘之医師が退職。その後任として、令和２年４月１日付で小松
裕希医師が着任しました。

＜令和２年度スタッフ＞
桑原�達郎部長� 地域連携
水島�　仁医長� 緩和ケア
須田�哲史医長� 周産期メンタルヘルス　てんかん
新田�斉久医師� 認知症
小松�裕希医師� せん妄リエゾン

　スタッフ各人の専門性を活かし、上記のように部長を除く各人の担当分野を明確にして、様々
な需要に対処できる体制を整備しております。

＜外来＞
　平成30年度の外来患者延べ総数は、15,782人でした。平均すると、1,315人/月、66人/日
となります。木曜日に物忘れ外来（認知症専門外来）を設置しており、非常勤の井出健太郎医師
が担当しております。

＜入院＞
　入院は、当院の際立った特徴である身体合併症病棟の運営が引き続き行われております。閉鎖
病棟38床、内隔離室２床の病棟構造であり、身体疾患の治療を必要とする重症精神疾患合併患
者の行動管理ツールとして機能しております。
　平成30年度の入院患者数は318人でした。内、身体科の併診を前提とした身体合併症治療目
的の入院が284人（89％）、そのうち東京都精神障害者身体合併症事業を通じて精神科病院よ
り転院した患者は241名（75％）でした。他に、修正型電気けいれん療法（m-ECT）を目的と
した入院が21名あり、大半が精神科病院からの依頼転院患者です。今後ともご依頼をよろしく
お願いいたします。
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各科ご紹介

皮膚科

皮膚科疾患別入院患者数（令和元年度　合併症入院含む）
総�数�　309

帯状疱疹 58 アナフィラキシー、蕁麻疹 ３
その他のヘルペスウイルス感染症 ５ 湿疹・皮膚炎群（紅皮症、アトピー含む） ３
蜂巣炎、丹毒 66 中毒疹（紅斑症含む） 16
重症軟部組織感染症
（壊死性筋膜炎、ガス壊疽、糖尿病性壊疽など） 11 薬剤過敏性症候群 ４

その他の感染症 ３ 血管炎 ４
毛巣洞 ３ 自己免疫性水疱症 16
慢性膿皮症 ２ 角層下膿疱症 １
皮膚潰瘍（下腿潰瘍、褥瘡含む） ６ 壊疽性膿皮症 ２
熱傷 ３ 好酸球性筋膜炎 １
蛇咬傷 １ 非感染性脂肪織炎、筋膜炎 ２
皮膚の良性新生物 35 IgG４関連疾患 １
皮膚悪性腫瘍（上皮内癌含む） 57 横紋筋融解症 １
悪性リンパ腫 ２ その他 ３

スタッフ    専門
稲積�豊子� 平成元年卒� 皮膚悪性腫瘍　皮膚外科
足立�剛也� 平成19年卒� 薬剤アレルギー
新川�宏樹� 平成23年卒� 皮膚科一般
宮川�明大� 平成28年卒� 皮膚科一般

22



各科ご紹介

耳鼻咽喉科

スタッフ４名：
羽生　昇（頭頸部腫瘍）
富永健裕（喉頭、音声）
井澤瞳美
石川直明

○取り扱っている疾患
　・耳	 滲出性中耳炎、突発性難聴、めまい　など
　　　手術	 鼓膜チューブ挿入術　鼓膜形成術
　・鼻	 慢性副鼻腔炎　鼻中隔弯曲症など
　　　手術	 内視鏡下鼻副鼻腔手術
　・咽頭喉頭	 声帯ポリープ、喉頭癌、咽頭癌、扁桃周囲膿瘍など
　　　手術	 佐藤式喉頭鏡による咽喉頭手術　
　　　手術	 音声改善手術(喉頭微細手術、声帯内注入術)
	 嚥下改善手術
　　　手術	 扁桃腺摘出
　・頸部	 甲状腺腫瘍、耳下腺腫瘍、唾石など		 　
　　　手術	 甲状腺手術、耳下腺切除、顎下腺摘出
　・頭頸部癌	 化学放射線療法、頸部郭清術など
　
○他施設との連携
　補聴器　→　語音聴力検査など精査後、補聴器業者への紹介
　乳幼児の特殊聴覚検査　→　小児専門病院への紹介

井澤
石川

富永

羽生
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各科ご紹介

泌尿器科
泌尿器科スタッフ

最近の話題

部長　内田 厚

泌尿器科のこと、まずは当院にご用命ください

医長　明瀬 祐史

難治性過活動膀胱（OAB）手術治療として、仙骨神経刺激療法（SNM）の�
ほかに、ボトックス治療をはじめました

医長　香久山 裕史

オリンパス細径腎盂鏡（外径15.9F）を導入しましたので、経皮的腎砕
石術（PNL)の侵襲を低減できると考えています

仙骨神経刺激療法（SNM)

難治性過活動膀胱症例に対し、仙骨S3に�
リードと刺激装置を埋め込みます

TOT／TVT手術

女性腹圧性尿失禁症例に対し、経膣的�
メッシュで治療します

PNL手術

大きな腎結石症例に対し、経皮的に効率よく�
砕石します

免疫チェックポイント阻害剤

尿路上皮癌、腎細胞がんに対する免疫療法を�
おこなっています

ボトックス治療

難治性過活動膀胱症例に対し、膀胱壁に�
ボトックスを注射する治療です

TUL手術

最新のオリンパス軟性尿管鏡で尿路結石を�
破砕します

ESWL治療

ドルニエ社製デルタⅡを用いた体外衝撃波�
結石破砕術です

Ra223 放射線内用療法

骨転移を有する去勢抵抗性前立腺がん症例に�
ゾーフィゴ®が使用できます
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各科ご紹介

放射線診断科
＜放射線診断科医紹介＞
小西　啓之（常勤/医員）：
　卒後6年目の放射線診断科医です。幅広い放射
線診断学の知識を備えており、特にニッチな領域
の画像診断に関して深い造詣を有しています。先
頃、「放射線科専門医」試験に合格いたしまし
た。サバイバルゲームを趣味としております。
堤　啓（非常勤/慶應義塾大学医学部放射線診断科助教）：
　一昨年まで、当院常勤医として働いておりまし
た。非常に優秀かつ腰が低く、スタッフの人望厚
いナイスガイです。現在は、非常勤医として頭頚
部・神経放射線領域の画像診断を担当して頂いて
おります。
岡村　哲平（常勤/医長）：
　ノーベル賞受賞作家を含む多くの文豪・歌人が
逗留したという由緒正しき老舗温泉旅館の御曹司
です。卒後20年のキャリアを有しています。放射
線診断・IVRのいずれをも得意とするマルチな才能
を備えており、連日オールマイティの活躍をして
います。
　野球やモータースポーツ観戦を趣味としてお
り、イチローの引退試合に東京ドームに出かけ、
小林可夢偉がF1ドライバーだった時代には鈴鹿ま
で赴くなど、行動派です。国内外の美術館・博物
館を巡るなど高尚な趣味も持ち合わせています。
中原　理紀（非常勤/岩井整形外科内科病院）：
　今春まで、慶應義塾大学医学部放射線医学教室
放射線診断科の准教授を務めておりました。RI/
PET領域において、本邦を代表する医師の一人で
す。長年、非常勤医として、RI画像診断を全面的
に担当していただいております。その診断能力は
著しく秀でており、白眉と称しても過言ではあり
ません。
白神　伸之（非常勤/東邦大学大森病院臨床教授）
　嘗ての当院放射線診断科部長です。現在、非常
勤医として、MRI/CTにおいて骨・軟部画像診断
を担当して頂いております。広島東洋カープの大
ファンですが、今年はテンションが例年より低く
なっております。
樋口　睦（常勤/生理検査室部長）：
　画像診断学全般に広く深い知識と経験を有してい
ます。車好きで、どこに行くにも車で出掛けている
ようです。無傷のまま連日読影に専念されているこ
とから、ドライビングテクニックも素晴らしいもの
であろうと推察しています。
橋本　統（常勤/部長）：
　血管系IVR（Interventional�Radiology）が専
門です。入局締め切り当日の朝、新聞に掲載さ
れた慶應放射線診断科平松助教授（当時）の肝

臓癌に対する肝動脈塞栓術の記事を読み感銘を
受け、この道を志しました。1985年には、止血
や脳動脈瘤塞栓術などにおいて不可欠となった
血管内コイルや、胸部・腹部の大動脈ステント
グラフトとして広く普及しているZenith®の骨
格を形成するZ-stentを発明したことで知られる
Dr.�Cesar�Gianturcoが在籍する米国テキサス大
学MD�Anderson病院に留学いたしました。Dr.�
Gianturcoの病院内におけるoffice兼工房は、自
分が拝借したofficeの廊下を挟んだ向かい側にあ
り、臨床や研究/動物実験に従事する傍ら、連日こ
れらのdeviceが生まれては成熟していく過程を目
の当たりにしました。因みに当時の同院放射線診
断科Sidney�Wallace教授は、“Interventional�
Radiology”の名付け親です。帰国後は、大半の
時間を慶應義塾大学病院のIVR医として過ごし、
2013年春より当院に在籍しております。

＜代表的な現有機器＞
Discovery CT 750 HD FREEdom Edition：
　GE社製の、高精度Dual�Energy�CT機能を搭載
した64列MDCTです。物質弁別が可能で、尿路
結石の組成を明らかにしたり、重複癌に転移が生
じた場合に、いずれの原発巣からの転移か判別す
る能力を有しています。VEOと呼ばれる単体で数
千万円の値がつくSupercomputerも併設してお
り、本CTとのcollaborationにより、超低線量CT
を撮影することが可能です。
SIGNA Arhitect：
　GE社製3.0T超伝導型MRI装置で、同社のハイエ
ンドMRI製品です。採用されている先端テクノロ
ジーの数々に関する詳細は省きますが、簡単に言
えば、高画質の画像を短時間に撮像できる装置で
す。小児検査などにおいて有効性を発揮する静音
化技術である“SILENT�SCAN”も、当然搭載され
ています。
Angio-CT MIYABI：
　シーメンス社製のスライディングガントリCT方
式の血管造影撮影装置-CT一体化装置です。通常
は、｢CT室｣にて外来・入院患者のCTスキャンを
行いつつ、必要に応じて隣接する｢アンギオ室｣に
ドーナツ状のCTガントリーがスライド移動し、血
管造影カテーテルから特定の動脈内に造影剤を注
入しながらCTを撮像することが可能な、所謂“2-
room仕様”のAngio-CT装置です。この画期的な
hardwareのみならず、softwareも練りに練られ
ており、カテーテル治療（IVR）の時間短縮・ひば
く低減・治療精度と安全性の向上・使用造影剤減
量が図られ、結果として患者様への負担が大幅に
軽減されました。
� 文責：橋本�統
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各科ご紹介

放射線治療科

【スタッフ紹介】
１．医　　師：沓木章二（くつきしょうじ）
　　　　　　　�日本放射線腫瘍学会/日本放射線学会専門医,�
　　　　　　　米国放射線腫瘍学会会員
　　初　　診：火曜日（午前）、木曜日（午前）
　　担当疾患：すべての悪性腫瘍

２．非常勤医師
　　初　　診：月曜日（午前）
　　担当疾患：前立腺癌・乳癌

３．診療放射線技師５名
　　放射線治療認定技師、医学物理士
４．看護師３名
　　放射線治療認定看護師
５．事務職員１名

【当院の放射線治療について】
◦最新の放射線治療装置を用いて　　　　
　様々ながんの治療を行っています。

◦毎日10分程度の治療を2週間～1ヵ月半くらい
　続けます。
◦通常の生活を続けながらがん治療を受けられます。

◦年間約350人の患者さんが、がんを治したり、症状緩和を受けています。

◎欧米では、がん患者さんの約60％が受けているメジャーな治療です！
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各科ご紹介

歯科口腔外科
　当科は歯・歯肉・舌・口唇・口腔粘膜・顎骨・顎関節などの口腔領域の疾患や外傷の治療を専門としています。１日60-70
名、新患患者は１日約10～15名の診療に当たっています。
　専門的に顎変形症手術、口腔インプラント治療、歯根端切除術を行っており、週に４～６例の入院、全身麻酔による口腔外科
手術を行っております。また随時短期入院（デイケアや２日入院）で困難な抜歯や小手術、全身疾患を持った方や不安が強い方
の手術を鎮静下にて行っています。

▶� ��新型コロナウィルス感染予防を目的とし、初診予約制度を導入させてい
ただいております。従来どおり、紹介状を患者さんにお渡しいただき患
者さんより当院予約センターにご連絡いただくようご説明をお願い申し
上げます。

▶� �外傷、抜歯後出血、蜂窩織炎など緊急性のある患者さんは、ご連絡いた
だけましたら相談させていただきます。

� （代表）042-523-3131歯科口腔外科外来へ
▶� �初診日には問診と検査、応急処置を行い、原則的には抜歯などの手術は
予約制となっております。現在、外来小手術は３ヶ月ほどお待ちいただ
いております。

▶� �水・木・金曜日の午後は全身麻酔による口腔外科手術を行っております。
▶� �担当医の休診などは歯科口腔外科外来受付にお問い合わせください。

診療内容について
� �口腔外科小手術
� �（歯根端切除術、埋伏智歯抜歯、全身疾患のため対応困難な外科的処置など）
� �顎変形症（咬合異常や骨格性の下顎前突など）
� �顎骨嚢胞、口腔腫瘍（骨移植、インプラントを応用した顎骨再建術など）
� �インプラント埋入・関連手術
� �（サイナスリフトなどの骨造成、インプラント難症例など）
� �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）
� �顎関節症
� �口腔粘膜疾患（難治性の口内炎、白板症、舌痛症）
� �当院周術期患者の口腔ケア

手術名 件数

智歯抜歯術 112

抜歯術 89

歯根端切除術 65

顎骨腫瘍・嚢胞摘出術 61

顎変形症・関連手術 59

悪性腫瘍手術 18

消炎手術（骨髄炎、膿瘍） 11

軟組織腫瘍摘出 8

その他 33

合計 456

2019年度 入院手術症例
スタッフ紹介

歯科医師
部　長　木津　英樹
（日本口腔外科学会専門医、小児口腔外科学会暫定指導医）
医　長　臼田　慎
（日本口腔外科学会専門医、日本顎顔面インプラント学会専門医）
医　員　遠藤　友樹
（日本口腔外科学会認定医）
医　員　本間　風花

歯科衛生士
常　勤　北見　裕子
常　勤　迫田　恵美
常　勤　林崎　優子

日本口腔外科学会准研修施設
日本小児口腔外科学会研修施設
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各科ご紹介

麻酔科

スタッフ：福積みどり（部長）、冨澤和夫（医長）、羽鳥英樹（医長）、川原秀嗣、澤田恭子

　麻酔科は本年4月より常勤医師１名
が増員となり、麻酔科指導医あるいは
専門医資格を持つ常勤５名と非常勤医
師が加わった体制で周術期管理に携
わっております。当院の手術室は3年
前の新病院移転後より８室での運用を
行っておりましたが、手術件数の増加
に伴い昨年7月には手術室１室を増室
し、現在は全９室で運用しておりま
す。そのうちの２室は陰圧管理も可能
な手術室となっており、新型コロナ感
染症など空気感染のリスクのある患者
さんの手術にも対応可能となっていま
す。
　低侵襲手術が進むとともにご高齢の方や様々な合併症をお持ちの方の手術も増えてきておりま
すが、それぞれの方に最も適している麻酔方法を検討し、安心して手術を受けて頂けるように丁
寧な術前診察、ご説明にも努めております。周術期医療は手術室の中だけのものではなく、入院
前から退院後まで関連する多くの施設の方々や院内の各部署の連携が大切だと考えております。
地域医療におけるチームの一員として安全で質の高い周術期医療を提供することを第一に努めて
まいりますので、今後ともご指導を宜しくお願い致します。
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1429 1660
1683

1901
2075

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度

手術件数推移 （2015年～ 2019 年度）

麻酔科管理手術件数 各科麻酔手術件数

4076

5469

4528
4281

5105

28



各科ご紹介

病理診断科

◦�スタッフ：医師：中西邦昭（顧問兼部長事務代行、病理専門医、細胞診専門医・指導医）
◦�非 常勤医師：鳥潟親雄（病理専門医）緒方謙太郎（病理専門医、細胞診専門医・指導医）入江

理恵（病理専門医、細胞診専門医・指導医）新井恵吏（病理専門医、細胞診専門医・指導
医）辻川華子（病理専門医、細胞診専門医・指導医）

◦ 検 査技師：松田重光（科長事務代行、細胞検査士、臨床検査技師）黒澤仁志（細胞検査士、臨
床検査技師）中島研（細胞検査士、臨床検査技師）岡元佑佳（細胞検査士、臨床検査技師）�
吉岡瞳（細胞検査士、臨床検査技師）

◦�業務実績 2017年（1月～12月） 2018年（1月～12月） 2019年（1月～12月）
病理組織診断(総件数) 6596 7392 8033
術中迅速病理診断(件数) 53 156 169
細胞診診断(総件数) 6148 6555 7483
術中迅速細胞診診断(件数) 141 39 1
剖検(件数) 10 16 18
CPC開催(回数) 5 5 5

御紹介していただいた患者様
が持参された病理標本を病理
診断科で検鏡させていただい
ております。今後とも、ご協
力よろしくお願いします。

非常勤医師の鳥潟親雄先生と
常勤医師の中西邦昭
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各科ご紹介

緩和ケア科
❖�緩和ケアチームは緩和ケアコンサルテーション活動や、緩和ケアの勉強会開催などを通じて当
院で治療中の患者さん（非がんのかたも）の困りごとの解決に取り組んでいます。
❖�活動内容
　−�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)
　　◦�緩和ケアチームコンサルテーション�
　−�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(R1�9/15、12/15)�
　　◦�昨年は9月と12月に「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会」を開催し院内院外

医師や院内看護師が熱心に研修受講しました。がん診療し関わる医師の90％、全医師の
80％以上が研修会を修了することが出来ました。

❖�緩和ケアチームコンサルテーション事例集計
　−�コンサルテーションのタイミングとしては、がん治療開始時や治療中からの依頼件数が半数

を占めています。治療前や治療中でも、苦痛に対して緩和ケアが必要であることが認知され
てきていると考えられます。

　−�令和元年はコンサルテーション集計では婦人悪性腫瘍の依頼が多く、依頼内容では疼痛が占
める割合が多くなっていました。
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各科ご紹介

救急科
救急科とは：病院によって救急科が行う業務の範囲が異なっており、主に「救命救急」を担当す
る救命救急センターと、「ER」と呼ばれる救急外来での診療を中心とする救急科に大別されま
すが、わが国では救命救急センターであってもERを併設したり、その逆にERでの救急診療と共
に入院診療を行う救急科が多くなっています。
ちなみにERのもととなる米国型ER（emergency�room）の救急科は、すべての救急患者（予約
外患者）の診療を担当して入院は受け持たないのが一般的です。

当院の救急科：二次救急医療機関として、救急車搬入患者および重症かつ緊急を要する救急患者
の初期診療にあたっています。新型コロナウイルス感染症の流行に際しては、内科と協力して疑い
患者の診療にもあたっています。薬物中毒や熱中症・低体温症などの入院診療も担当しています。
病院業務時間内は救急科専門医が救急外来に常駐し診療していますが、夜間休日は当直医（内
科、外科系、産婦人科、小児科および研修医）により、24時間365日の救急診療に対応してい
ます。そのほか、CCUネットワークに加盟し休日を含む週約4日は循環器内科当直、救急搬送先
の選定困難例を受入れる東京ルール当番日（週約1日）には精神科当直をおいています。

当院に救急患者をご紹介いただく場合：業務時間内は地域医療連携センターにご連絡下さい。各
診療科の救急担当医が診療にあたります。夜間休日は当直医が診療を担当致しますが、当直医の
専門領域（特に外科系当直）によっては専門外でお受けできないことがあります。

当院救急科にご紹介いただく場合：救急科が専門とする薬物中毒や環境障害（熱中症・低体温症
など）が疑われ救急診療が必要な患者さんは、救急科が担当します。夜間休日は当直医の初期診
療となりますので、専門外のため対応が難しい場合がありますことをご容赦下さい。

病院長代行・救急科部長　並木　淳

常勤医

並木�淳　病院長代行･部長�
救急科専門医・指導医

上倉�英恵　医員�
救急科専門医

非常勤医

飯塚�進一　東海大学八王子病院�
救急科専門医・指導医

澤本�徹　東海大学八王子病院�
救急科専門医

山元�良　慶應義塾大学病院�
救急科専門医

拝殿�明奈　慶應義塾大学病院�
救急科専門医
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各科ご紹介

臨床・教育研修センター 
立川病院では、現在15名の初期研修医（2年次：7名、1年次：8名）が研修に励んでおります。
当院の初期研修プログラムは2年間の研修期間中に、内科7ヵ月、救急科3ヵ月、地域医療・外
科・小児科・産婦人科・精神神経科を各1ヵ月必修としております（残りの9ヵ月は研修医の希
望診療科を選択）。
当院の初期臨床研修では、病者の尊厳を認め、その人格と権利を尊重し、病者の立場に立った思
いやりのある医療を実践し、医療の公共性を重んじ医師としての職業の尊厳と責任を認識し、医
療を通じて社会の発展に貢献するために常に学ぶ姿勢を持ち、医師として必要な基本的診療能力
（態度、技能、知識）を身につけ、医師としての人格を涵養し全人的医療を実現する能力を修得
することを目標としています。先生方よりご紹介頂きました患者様は、指導医と一緒に診療させ
て頂いております。
今後ともご指導、ご協力の程をよろしくお願い申し上げます。
� 臨床・教育研修センター長　　森谷�和徳

初期研修医には、日本救急医学会認定�
ICLSコースを受講させています。

達人（三田村先生）から心電図の講義を受けて
います。
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来院のご案内

○最寄駅からの所要時間
・JR西国立駅より徒歩 3分
・JR立川駅より車で 5分／バス 5分／徒歩 15分
・多摩モノレール立川南駅より徒歩 14分
　（JR立川駅前のバス、タクシー利用可

○バスでお越しの方
立川駅南口バス乗り場 4番　JR国立駅南口行（国 15-2）
「立川病院」　停留所下車（当院ロータリー内に乗り入れ）
国立駅南口バス乗り場 6番　JR立川駅南口行（国 15-2）
「立川病院」　停留所下車（当院ロータリー内に乗り入れ）

○お車でお越しの方
お車でお越しの方は外来者駐車場をご利用ください。
※駐車料金については当院ホームページをご確認ください。
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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」

信条と行動指針
・ 患者さん中心の医療 (Patient centered care)
 患者さんの思いに寄り添った医療を行おう
・ 皆の協働で実践する医療 (Partnership)
 患者/職員/地域と手を組んで医療を実践しよう
・ 高い専門性と倫理観に基づく医療 (Professionalism)
 安全で最良の医療を尽くし結果に責任を持とう
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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。

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。

● 診療のご相談、緊急受診のご依頼は地域医療連携センターで承ります。
電話番号：042－524－2438（時間外は代表に切り替わります）
FAX番号：042－523－3160

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、東大和市歯科医師会の医師方の
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。フリ
ーダイヤル0120－766－613（平日8：30～17：15）
　また、診察のご用命に関しては、外来予約センターでご予約を承ります。
　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。

診療科目　小児科（中学生まで）応急的診療のため、投薬は最低日数分となります。
診療日時　月曜日～金曜日（祝日及び年末年始を除く）19：30～22：30（受付終了22：00）
診療場所　立川病院1階（立川病院東側時間外出入口）  TEL　042－523－2677

外来予約センターのご案内
診療予約、各種検査のご予約を承ります。
　電話番号　042－523－3856
　FAX番号　042－512－7683
　受付時間　平日8：30～17：00　　第2・第4土曜日8：30～12：00
＊診療のご予約は患者様からのお電話でも承ります。

外来予約センターよりお願い
　患者さんご自身から紹介状・画像等のご郵送や持ち込みをお願いしております。（予約日の2日
前まで必着・任意）
　担当医師が事前に診療情報を確認することで、当日の検査や診療の準備ができる、来院時間の受
付にかかる時間が短縮できるなど、よりスムーズな受診につながります。
〈郵送での送付〉

個人情報のため簡易書留での郵送をお願いしております。
立川病院　地域医療連携センターへお送りください。

〈お持ち込み〉
診療受付へお越しください。
月曜日～金曜日 8：15～15：00
第2・第4土曜日 8：15～12：00

〈送付・持込いただくもの〉
・診療情報提供書（紹介状）
・画像（フィルム、CD-R）
・健康保険証、医療券（送付の場合はコピー）

立川市・立川病院 こども救急室
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