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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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　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、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。
　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。

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

● 専用用紙（3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。医師
の医院名、医師のお名前等忘れないようにお願い致します。

● 専用封筒
客員医員の医師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、医師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・立川病院 こども救急室

目　　次目　　次目　　次

新年のご挨拶 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
　院長　三田村 秀雄

各診療科部長　ご挨拶・紹介 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3

平成30年度 立川病院地域医療連携懇話会 - - - 12

「東京都災害拠点病院」の指定を受けました- - - 12

FAX診療について・編集後記- - - - - - - - - - - - - - - - 13

謹　賀　新　年



　
国 家 公 務 員 共 済 組 合 連 合 会

立川病院　院長　三田村 秀雄

新年のご挨拶

新年　明けましておめでとうございます

毎年、冬になると立川周辺には凜とし

た冷気が張り詰め、遠くの景色を引き立

てます。遙か向こうに雪で覆われた富士

山がくっきりと見えるのもこの季節なら

ではでしょう。そんな時にはきっと遠く

からも、立川駅周辺に林立するビル群と

は少し距離を置いてそびえ立つ、白く大

きな立川病院に気づくかもしれません。

いやもっと近くまで寄っていただけれ

ば、建物だけでなく病院周囲の変化にも

気づくかもしれません。

昨年８月、これまで何十年とそこに

あった３つの古びた病棟が姿を消しまし

た。旧本館跡地の広い平地には緑が増

え、散歩道も用意されて、まるで庭園の

ようです。その院内庭園の中にロータ

リーが整備され、10月から立川駅と国

立駅を結ぶ路線バスが乗り入れるように

なりました。一方、改装された別館１階

にはレストランやベーカリー、セブンイ

レブンなどが入り、広いフードコートに

座ってコーヒーをすすりながらのんびり

と外来や会計の順番、あるいはバスを待
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つことができます。歴史と伝統を誇る立

川病院が地域の新しいコミュニティス

ペースに生まれ変わろうとしているので

す。

お伝えしたいのはそのように便利に

なったことだけではありません。ロータ

リー脇の築山の中央に１本のもみの木が

植えられていることに気づかれたでしょ

うか。暮れの12月から夕方になるとこ

の樅の木周辺をシルバー色にライトアッ

プしています。本館各階にあるデイルー

ムから、別館フードコートに面した広

い窓から、あるいは病院に入ってきたバ

スの中からも、この冬のイルミネーショ

ンを眺めることができます。さらに本館

の正面玄関から一歩中に入れば、そこに

はまた別のクリスマスツリーが赤いポイ

ンセチアに囲まれて存在感を示していま

す。病院じゃないみたい、と叫んだ子ど

もがいました。

きれいな病院になっても、医療の質と

いう点では以前と比べてそれほど大きな

違いはないかもしれません。（ちょっと

は良くなっていると内心は思っています

が。）　いつになっても病に苦しみ、悩

み、耐えている患者さんが、必ず病院に

はいます。そのような患者さんでも、も

し、たまたまクリスマスツリーを目にし

たら思わずニヤッとしてしまうのでは、

と秘かに期待しています。

新年早々、クリスマスの話というのも

顰蹙ものですが、つい直近のことまでお

伝えしたかったもので、どうかお許し下

さい。

病院にいるだけで、訪れるだけで、

そばを通るだけでほっとし、幸せを感じ

る、そんな暖かい立川病院を目指して今

年も努力して参ります。

引き続きご協力、ご支援のほど、よろ

しくお願い申し上げます。
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各診療科部長　ご挨拶・紹介

　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まことにありがとうございました。
　当院内科は、呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・神経内科・腎臓内科・糖尿病内分泌代謝内科・血液内科・
膠原病リウマチ内科各分野の専門医を揃え、「大学病院に優るとも劣らない医療水準」を目指し、全人的医療
を実現するべく、あらゆる疾患に対応できるように日々学んでいく姿勢を大事にしています。全内科のスタ
ッフが協力して一人の患者さんを診療する風通しの良い体制を誇りとしています。 
　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。
 内科統括部長　森谷　和徳

　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。
　循環器内科は心筋梗塞・狭心症、不整脈、心不全、
弁膜症、心筋症、先天性心疾患、大動脈瘤などの心血
管系疾患の診療を行っております。ERのすぐ隣に心
臓カテーテル室を配置し、先生方よりご紹介頂いた急
性心筋梗塞や不安定狭心症の患者さんを１秒でも速く
治療出来るように努めております。また、糖尿病など
の生活習慣病の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。
 循環器内科部長　森谷　和徳

　呼吸器内科　
平成29年度　主な入院患者の内訳

（691名中）
疾患 患者数
肺がん 228
肺炎 172

びまん性肺疾患 52
気胸 25
COPD 22

気管支喘息 16
肺膿瘍・膿胸 13
抗酸菌感染症 11

　新年あけましておめで
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。当科は、常勤医
５名（砂田、福井、谷、
舩津、黄）の体制で呼吸
器疾患全般の診療を行っ
ています。特に肺がんや
びまん性肺疾患、抗酸菌
感染症に力を入れており、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。
　ご紹介頂いた患者様を通して多くのことを学ばせて頂き、呼吸器疾患診療への地域貢献に留まらず、学会
活動を通して診療の質を少しでも向上していけるよう努めていく所存です。今後ともご指導ご鞭撻のほど何
卒よろしくお願い申し上げます。
� 呼吸器内科部長　黄　英文
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　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、宮澤正治、古宮憲一、松下美沙子の５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下総胆管結石除
去、内視鏡的ステント留置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。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

　神経内科　
　あけましておめでとうございます。当院の神経内科ではパーキンソン病、てんかん、認知症、脳血管障害、
神経免疫疾患を中心に診療に当たっております。常勤医としては神経内科専門医である服部と久住呂で日々
の診療に当たっているほか、非常勤医として篠原・外口の各先生に外来診療をお手伝い頂いております。東
京都地域拠点型認知症疾患医療センターとしての業務は専任の神山看護師、黒田相談員、山口事務員の他、
精神科医師にもお手伝い頂き、昨年より新たに中野彩臨床心理士、小林いつか精神看護専門看護師もメンバ
ーに加わりました。アウトリーチ事業にかわり初期集中支援チームなど病院外での業務も引き続き行い、増々
多忙になるなかチーム一丸となって取り組みますので地域の方々のご支援・ご指導のほどよろしくお願い致
します。
 神経内科部長　服部　英典

　血液内科　
　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お世話になり御礼申し上げます。また多くの患者様をご紹介いただきまして
誠にありがとうございます。
　当科では造血器腫瘍（急性白血病、骨髄異形成症候群、骨髄増殖性腫瘍、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫など）
を中心に、再生不良性貧血や溶血性貧血、特発性血小板減少性紫斑病などの非腫瘍性疾患の診療も行ってお
ります。
　新病院棟移転後、病棟は無菌室が20床、外来化学療法室は16床となり、入院・外来を問わず、患者様の
QOLを考慮した化学療法に引き続き尽力してまいります。
　当科は、2018年６月から常勤医３名（小橋、戸澤、橋田）、昨年度から引き続き非常勤医３名（菊池、村上、
石田）の体制で入院・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、患者様
の容態により受診を急ぐ場合や転院のご相談につきましては、地域医療連携センターまでご連絡ください。
 血液内科医長　小橋　澄子

　腎臓内科　
　新年明けましておめでとうございます。
　腎臓内科は昨年度から常勤医３名（五十嵐・二木・篠塚）体制で診療を行っています。
　検尿異常を契機とした腎疾患の拾い上げ・原因診断から急性腎障害、慢性腎臓病、末期腎不全の加療まで
腎疾患全般の診療を行っています。
　末期腎不全の治療に関しては、早い段階から療法選択外来を受診していただき、腎代替療法（血液透析・
腹膜透析・腎移植）の説明を行い、患者さんの意志決定の支援を行っています。
　現在慢性腎臓病診療に関し、立川CKDネットワークの立ち上げに向け準備中です。立川市の透析導入が可
能な総合病院である当院、災害医療センター、立川相互病院が基幹病院となり、立川市医師会の御協力をい
ただき、市の健診からの患者さんの拾い上げや、かかりつけ医からの紹介、かかりつけ医との情報共有を効
率的に行い、連携して診療を行う事を目的としたシステムです。ネットワーク立ち上げの際は、これまで以
上に連携医の先生方の御協力、御指導を宜しくお願い致します。
 腎臓内科部長　五十嵐　有

　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まことにありがとうございました。
　当院内科は、呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・神経内科・腎臓内科・糖尿病内分泌代謝内科・血液内科・
膠原病リウマチ内科各分野の専門医を揃え、「大学病院に優るとも劣らない医療水準」を目指し、全人的医療
を実現するべく、あらゆる疾患に対応できるように日々学んでいく姿勢を大事にしています。全内科のスタ
ッフが協力して一人の患者さんを診療する風通しの良い体制を誇りとしています。 
　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。
 内科統括部長　森谷　和徳

　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。
　循環器内科は心筋梗塞・狭心症、不整脈、心不全、
弁膜症、心筋症、先天性心疾患、大動脈瘤などの心血
管系疾患の診療を行っております。ERのすぐ隣に心
臓カテーテル室を配置し、先生方よりご紹介頂いた急
性心筋梗塞や不安定狭心症の患者さんを１秒でも速く
治療出来るように努めております。また、糖尿病など
の生活習慣病の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。
 循環器内科部長　森谷　和徳

　呼吸器内科　
平成29年度　主な入院患者の内訳

（691名中）
疾患 患者数
肺がん 228
肺炎 172

びまん性肺疾患 52
気胸 25
COPD 22

気管支喘息 16
肺膿瘍・膿胸 13
抗酸菌感染症 11

　新年あけましておめで
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。当科は、常勤医
５名（砂田、福井、谷、
舩津、黄）の体制で呼吸
器疾患全般の診療を行っ
ています。特に肺がんや
びまん性肺疾患、抗酸菌
感染症に力を入れており、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。
　ご紹介頂いた患者様を通して多くのことを学ばせて頂き、呼吸器疾患診療への地域貢献に留まらず、学会
活動を通して診療の質を少しでも向上していけるよう努めていく所存です。今後ともご指導ご鞭撻のほど何
卒よろしくお願い申し上げます。
� 呼吸器内科部長　黄　英文
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　糖尿病・内分泌代謝内科　
　あけましておめでとうございます。昨年は大変お世話になりました。本年もどうぞよろしくお願いいたし
ます。
　糖尿病・内分泌代謝内科は、2017年９月より常勤医が２名となりました。教育入院が必要な糖尿病患者さ
んがいらっしゃいましたら是非ともご紹介いただければ幸いです。
　「糖尿病教室」「栄養相談」「教育入院」についてのお問い合わせ、また近年糖尿病治療の幅が広がってき
たこともあり、現在の治療法について不明な点やご相談、お困りのことがありましたらひとまず地域医療連
携センター（TEL 042-524-2438　FAX 042-523-3160）にご連絡ください。
　また内分泌疾患につきましても引き続き拝見させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。
 糖尿病・内分泌代謝内科　医長　矢島　賢

　膠原病・リウマチ内科　
　あ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お世話になり御礼申し上げます。
　膠原病・リウマチ内科は、武中さや佳医師（非常勤）が金曜午前に外来診療を行っております。受診希望
の患者様がいらっしゃいましたら地域医療連携センターまでご相談をお願い致します。
　本年もどうぞよろしくお願いいたします。
 内科統括部長　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申し上げます。
　立川市内の一般小児入院病床の75%を有する当科は常勤医８名、非常勤医８名の構成で一般外来、血液・
腫瘍、心療小児科、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。また地域中核二次医療施設としてクリニック・立川市休日急患診療所・立川市立川
病院こども救急室等の先生方からの紹介症例の初期治療、および疾患・重症度に応じた東京都立小児総合医
療センター等とのトリアージを行っております。
　同時に立川市唯一のNICUを６床設置し、東京都地域周産期センターとして在胎週数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、またNICU後方病床である
GCU相当病棟を本格稼働すべく引き続き全力をあげております。近年では精神神経科的介入が必要な母体・
新生児の周産期フォローに関する多職種チームを小児虐待防止チームの一部門として活発に活動させており
ます。
　レスパイト入院に関しても小規模ではありますが体制を整えており在宅心身障害児のケアを行なっており
ます。
　対応に迷われる症例に関しては、適切に対処いたしますので、当院地域医療連携センターを通じて、ご連絡・
ご相談をいただければと思います。
 小児科部長　米山　浩志

　血管外科　
　昨年中は大変お世話になり、誠にありがとうございました。ご紹介いつもありがとうございます。血管外
科は末梢動静脈、リンパ管疾患を中心に診療を行っています。
　下肢静脈瘤に関しては最新のラジオ波焼灼術による低侵襲手術を継続して提供しています。局所麻酔にて
行うため当日から歩行可能であり、１泊２日入院で退院日から仕事、家事などの日常生活に復帰できます。
　さらにリンパ浮腫に対しては、専門的ケアを提供できるリンパ浮腫外来も開設しております。リンパ節切
除後のリンパ管環流障害によるリンパ浮腫のみならず、様々な要因から浮腫が出現してくることがあります。
100種類以上の弾性ストッキングや上肢圧迫用のスリーブのサンプルを常時用意しており、適切な弾性着衣が
選択できるようにしています。
　下肢動脈疾患では「フットケアチーム」として、多診療科にてカンファレンスを行い薬物療法、低侵襲血
管内治療、パイパス手術など患者さんにとって最善の治療が選択できるよう院内連携を整えています。
　皆様のご要望にお応えできるよう、本年もより一層頑張ってまいります。立川病院血管外科をよろしくお
願いいたします。
 血管外科部長　秋山　芳伸
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各診療科部長　ご挨拶・紹介

　消化器外科　
　明けましておめでとうございます。
　当院の消化器外科は、常勤５名の体制にて手術、抗がん剤治療、消化器内視鏡検査・治療、救急対応を行
っております。手術においては、腹腔鏡手術を中心に施行しており、特に良性疾患に対しては、より低侵襲
である単孔式腹腔鏡手術を行っております。
　本年も胆摘や鼠径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、胆嚢炎や腸閉塞などの急性腹症に対する救急対応も充実させていき、地域へ
貢献していきたいと思っております。
　本年もご支援・ご指導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

　乳腺外科　
　新年あけましておめでとうございます。立川病院乳腺外科は年間100件程度の乳癌手術をしています。乳癌
の治療は標準治療がベストとの考えに基づき、患者様個々の状況に合わせてガイドラインに沿った形の治療
方針を提示しながら、患者様と相談しながら治療方針を決めています。また乳房温存手術が出来ない患者様
に対しても、形成外科と協力しながら同時再建、二期的再建なども提案しています。治療する過程で患者様
の手術や抗癌剤、他の治療に対しての不安や恐怖をできるだけ取り除くことが出来るように心掛けながら診
療に当たっています。
 乳腺外科部長　服部　裕昭

　呼吸器外科　

原発性肺癌 54
転移性肺腫瘍 13

気胸 10
縦隔腫瘍 2
炎症性疾患 5

リンパ増殖性疾患 1
胸膜疾患 5
合計 90

手術実績（平成29年）　
合計90例　18歳（自然気胸）～89歳（悪性胸膜中皮腫）

アプローチ
胸腔鏡下手術 87
開胸その他 3

	 岩丸	 山本	 濱田　

　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　平成最後のご挨拶となりますが、小職は昭和最後の医
学部卒業生ですので、平成暦年がそのまま職歴でした。
そういう意味で個人的にはわかりやすくて助かっていた
のですが、今後はそうはいかないようです。
　当院の呼吸器外科では、現在常勤２名非常勤１名の体
制で診療にあたっています。対象疾患は原発性肺癌を中
心に、転移性肺腫瘍、縦隔腫瘍、胸壁腫瘍、気胸などの
胸部・呼吸器疾患の外科的治療を実施しています。幅広
い診療分野を有する当院のメリットを生かし、最善の医
療を安全に提供できるよう、クラスター医療の実践をモ
ットーにしています。当科の手術数は年間80 ～ 100例で、
漸増傾向にあります。この手術数は多摩地区でも有数の
実績ですが、これもひとえに地域の先生方のご支援と、
大切な患者様の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るとともに、本年も呼吸
器外科を何卒宜しくお願い申し上げます。
　まだまだ寒さが続きますが、皆様の益々のご多幸とご
健勝を祈念いたします。
 呼吸器外科部長　山本　達也

　糖尿病・内分泌代謝内科　
　あけましておめでとうございます。昨年は大変お世話になりました。本年もどうぞよろしくお願いいたし
ます。
　糖尿病・内分泌代謝内科は、2017年９月より常勤医が２名となりました。教育入院が必要な糖尿病患者さ
んがいらっしゃいましたら是非ともご紹介いただければ幸いです。
　「糖尿病教室」「栄養相談」「教育入院」についてのお問い合わせ、また近年糖尿病治療の幅が広がってき
たこともあり、現在の治療法について不明な点やご相談、お困りのことがありましたらひとまず地域医療連
携センター（TEL 042-524-2438　FAX 042-523-3160）にご連絡ください。
　また内分泌疾患につきましても引き続き拝見させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。
 糖尿病・内分泌代謝内科　医長　矢島　賢

　膠原病・リウマチ内科　
　あ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お世話になり御礼申し上げます。
　膠原病・リウマチ内科は、武中さや佳医師（非常勤）が金曜午前に外来診療を行っております。受診希望
の患者様がいらっしゃいましたら地域医療連携センターまでご相談をお願い致します。
　本年もどうぞよろしくお願いいたします。
 内科統括部長　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申し上げます。
　立川市内の一般小児入院病床の75%を有する当科は常勤医８名、非常勤医８名の構成で一般外来、血液・
腫瘍、心療小児科、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。また地域中核二次医療施設としてクリニック・立川市休日急患診療所・立川市立川
病院こども救急室等の先生方からの紹介症例の初期治療、および疾患・重症度に応じた東京都立小児総合医
療センター等とのトリアージを行っております。
　同時に立川市唯一のNICUを６床設置し、東京都地域周産期センターとして在胎週数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、またNICU後方病床である
GCU相当病棟を本格稼働すべく引き続き全力をあげております。近年では精神神経科的介入が必要な母体・
新生児の周産期フォローに関する多職種チームを小児虐待防止チームの一部門として活発に活動させており
ます。
　レスパイト入院に関しても小規模ではありますが体制を整えており在宅心身障害児のケアを行なっており
ます。
　対応に迷われる症例に関しては、適切に対処いたしますので、当院地域医療連携センターを通じて、ご連絡・
ご相談をいただければと思います。
 小児科部長　米山　浩志

　血管外科　
　昨年中は大変お世話になり、誠にありがとうございました。ご紹介いつもありがとうございます。血管外
科は末梢動静脈、リンパ管疾患を中心に診療を行っています。
　下肢静脈瘤に関しては最新のラジオ波焼灼術による低侵襲手術を継続して提供しています。局所麻酔にて
行うため当日から歩行可能であり、１泊２日入院で退院日から仕事、家事などの日常生活に復帰できます。
　さらにリンパ浮腫に対しては、専門的ケアを提供できるリンパ浮腫外来も開設しております。リンパ節切
除後のリンパ管環流障害によるリンパ浮腫のみならず、様々な要因から浮腫が出現してくることがあります。
100種類以上の弾性ストッキングや上肢圧迫用のスリーブのサンプルを常時用意しており、適切な弾性着衣が
選択できるようにしています。
　下肢動脈疾患では「フットケアチーム」として、多診療科にてカンファレンスを行い薬物療法、低侵襲血
管内治療、パイパス手術など患者さんにとって最善の治療が選択できるよう院内連携を整えています。
　皆様のご要望にお応えできるよう、本年もより一層頑張ってまいります。立川病院血管外科をよろしくお
願いいたします。
 血管外科部長　秋山　芳伸
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　整形外科　
　新年おめでとうございます。おかげさまで当科の手術件数は増加しており、所属医師の治療経験や技術の
向上を確信しております。昨年４月より紹介状なし初診患者の電話予約および１日診療人数制限、特定療養
費算定を契機とした病状安定再診患者の逆紹介強化を始めました。待ち時間短縮によるサービス向上、軽症
患者の受診制限による外来診療の質の向上、浮いた時間を手術や救急患者への対応に当て急性期医療に注力
するのが狙いです。連携の先生方には『ファーストタッチ』や『経過フォロー』の部分で支えて頂いており、
この場を借りてお礼申し上げます。北多摩西部の整形外科診療を盛り上げるために共に頑張りましょう。
 整形外科部長　鈴木　禎寿

　形成外科　
　あけましておめでとうございます。形成外科は2017年の下半期を産休のため常勤不在となり、地域の先生
方には大変ご迷惑をおかけしました。2018年１月より復職し４月からは常勤２名に増員し、新棟オープンも
相まってご紹介患者数、手術患者数共に増加しております。マンパワーも強化されましたので、地域の先生
方には是非益々のご紹介をいただきたくお願い申し上げます。当科は対象疾患が多岐にわたり、わかりづい
らいことも多くありますので、2018年９月よりHPもリニューアルし、対象疾患と治療につきご理解いただけ
るよう工夫を致しましたので、是非ご活用ください。2018年は、兼ねてより当院での施行準備をしておりま
したリンパ浮腫に対するリンパ管静脈吻合術を３名の患者様に施行し大変良好な経過を得ております。その
他局所麻酔では眼瞼下垂症状や睫毛内反症手術は引き続き多い手術で患者様の満足もいただいております。
乳腺外科関連を代表とする、他科悪性腫瘍切除後の再建手術も非常に増加しており患者様の復帰のお手伝い
をしております。
 形成外科医長　的場　恵理

　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。当院のリハビリ科は専門医１名とリハスタッ
フは理学療法士（PT）８名、作業療法士（OT）４名、言語聴覚士（ST）１名で構成されています。当科の
トピックスとして昨年10月PT １名増員、この１月よりOT １名が増員となりました。４月からはSTの増員
も１名決定しており、入院患者さんへの廃用予防のため早期介入、ADL低下予防と向上、安全に摂食が出来
るための嚥下機能の評価介入に力を注いでいきます。新しいスタッフと切磋琢磨しながら多職種連携を深め、
当院のリハビリテーション科をさらに活気溢れるものにしていきたいと考えています。本年もどうぞ宜しく
お願い申し上げます。
 リハビリテーション科　医長　黒川　真希子

　眼科　
　新年おめでとうございます。

　眼科は常勤医４名で、外来は初診・再診各１診の２診で行っております。

　白内障手術を中心に、硝子体手術（25G、resight）、網膜剥離手術、緑内障など積極的に施行しています。
内眼手術は全例入院していただいております。白内障手術はお待たせすること多くなっていますが、早期手
術を要する疾患はできるだけ速やかに対応しています。早急な手術が必要な場合にはご一報ください。黄斑
疾患への薬物治療も行っております。

　ご紹介いただいた患者様は経過良好であれば、早期の逆紹介をさせていただきます。

【スタッフ】  野村昌弘（網膜硝子体）、佐々木真理子（網膜硝子体）、篠田達郎（白内障、一般）、 
安里輝（白内障、一般）

 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、元自治医大さいたま医療センター脳神経外科准教授の石川眞実（部長）と元聖路加国際病
院脳神経外科部長の篠田正樹（顧問）、他に数名の応援医と共に、最先端医療を構築いたしました。電気生理
学的機能モニターを基礎に、手術顕微鏡や神経内視鏡を用いた機能温存型の脳腫瘍手術や脳血管障害の手術、
そして血管内治療を行っております。片側顔面けいれんや三叉神経痛に対しましても、誘発電位と内視鏡を
駆使して治癒率の高い手術を確立しています。専門性の高い内視鏡下垂体手術から、聴神経腫瘍、頭蓋底髄
膜種、グリオーマ、転移性脳腫瘍、リンパ腫まで、最先端医療を得意とする江戸川病院とも連携し、患者様
の治療成績優先の医療を心がけております。脳ドック学会評議員の経験も生かした脳の予防医学や、非痙攣
性てんかんなどの最新の疾患病態の概念も導入し、一人でも多くの患者様に最良の医療が提供できますよう
努力しております。局所麻酔手術で治癒できる慢性硬膜下血腫から、診断治療困難な脳神経疾患まで、全力
で治療を進めさせていただきます。
　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　石川　眞実

　産婦人科　
　新年あけましておめでとうございます。産婦人科では昨年松田紀代子と飯島朋子が加わり、総勢９名で診
療を行っております。臨床遺伝専門医（三浦裕美子）、周産期専門医（片山素子）、腹腔鏡技術認定医（木須
伊織）、婦人科腫瘍専門医（平尾薫丸）、細胞診専門医（松田紀代子）、がん治療認定医（飯島朋子）と各々の
専門性で貢献することでお互いに協力し、チーム診療を充実させてまいる所存です。腹腔鏡・子宮鏡による
卵巣嚢腫・子宮筋腫・子宮内膜症・異所性妊娠などの疾患での対応のみならず、放射線療法・化学療法・緩
和ケアを含めた悪性腫瘍や多職種支援カンファレンスによる精神科疾患合併例などを含めた周産期分野につ
いても幅広く対応しております。修練施設として次世代の専門医育成が継続できる状況にあるのも、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の入院適応について
　立川病院の精神科病棟（精神保健病床）38床は、現在精神障害者の身体合併症急性期管理に特化して運営
されています。そのため、通電療法を除いて、精神疾患を治療する目的での入院を原則停止しています。入
院の優先順位は以下のようになります。
　第１位　精神科病院からの転院（東京都精神障害者身体合併症事業）
　第２位　院内他科入院中患者の転科転床
　第３位　院内他科外来からの入院管理依頼
　現状、第１位のカテゴリーが９割近くを占めます。
　入院には精神神経科以外の各科の併診が前提になり、院内調整が必須です。入院をご依頼の際は、院内調
整を担当している地域医療連携センターにご連絡ください。
 精神神経科部長　桑原　達郎

　皮膚科　
　新年おめでとうございます。皮膚科は昨年１月より常勤４人体制となりました。多摩地域の病院皮膚科で、
大学以外にこの人数のスタッフを有する皮膚科はなく、より多くの重症、手術患者さんへの対応が可能とな
りました。重症感染症、創傷、悪性腫瘍、自己免疫疾患、アレルギーなど全ての皮膚疾患に対処すべく今年
もスタッフ一丸となり、全力で診療にあたる所存でございます。また本年は皮膚疾患に新たに認可された生
物学的製剤（対象：乾癬、アトピー性皮膚炎、蕁麻疹、悪性黒色腫）や全国に先駆けて開始している巻き爪
の新規治療に積極的に取り組んでいく予定です。難治の皮膚疾患や入院、手術の適応となるような患者さん
がいらっしゃいましたら、お気軽にご依頼ください。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
 皮膚科部長　稲積　豊子

　整形外科　
　新年おめでとうございます。おかげさまで当科の手術件数は増加しており、所属医師の治療経験や技術の
向上を確信しております。昨年４月より紹介状なし初診患者の電話予約および１日診療人数制限、特定療養
費算定を契機とした病状安定再診患者の逆紹介強化を始めました。待ち時間短縮によるサービス向上、軽症
患者の受診制限による外来診療の質の向上、浮いた時間を手術や救急患者への対応に当て急性期医療に注力
するのが狙いです。連携の先生方には『ファーストタッチ』や『経過フォロー』の部分で支えて頂いており、
この場を借りてお礼申し上げます。北多摩西部の整形外科診療を盛り上げるために共に頑張りましょう。
 整形外科部長　鈴木　禎寿

　形成外科　
　あけましておめでとうございます。形成外科は2017年の下半期を産休のため常勤不在となり、地域の先生
方には大変ご迷惑をおかけしました。2018年１月より復職し４月からは常勤２名に増員し、新棟オープンも
相まってご紹介患者数、手術患者数共に増加しております。マンパワーも強化されましたので、地域の先生
方には是非益々のご紹介をいただきたくお願い申し上げます。当科は対象疾患が多岐にわたり、わかりづい
らいことも多くありますので、2018年９月よりHPもリニューアルし、対象疾患と治療につきご理解いただけ
るよう工夫を致しましたので、是非ご活用ください。2018年は、兼ねてより当院での施行準備をしておりま
したリンパ浮腫に対するリンパ管静脈吻合術を３名の患者様に施行し大変良好な経過を得ております。その
他局所麻酔では眼瞼下垂症状や睫毛内反症手術は引き続き多い手術で患者様の満足もいただいております。
乳腺外科関連を代表とする、他科悪性腫瘍切除後の再建手術も非常に増加しており患者様の復帰のお手伝い
をしております。
 形成外科医長　的場　恵理

　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。当院のリハビリ科は専門医１名とリハスタッ
フは理学療法士（PT）８名、作業療法士（OT）４名、言語聴覚士（ST）１名で構成されています。当科の
トピックスとして昨年10月PT １名増員、この１月よりOT １名が増員となりました。４月からはSTの増員
も１名決定しており、入院患者さんへの廃用予防のため早期介入、ADL低下予防と向上、安全に摂食が出来
るための嚥下機能の評価介入に力を注いでいきます。新しいスタッフと切磋琢磨しながら多職種連携を深め、
当院のリハビリテーション科をさらに活気溢れるものにしていきたいと考えています。本年もどうぞ宜しく
お願い申し上げます。
 リハビリテーション科　医長　黒川　真希子

　眼科　
　新年おめでとうございます。

　眼科は常勤医４名で、外来は初診・再診各１診の２診で行っております。

　白内障手術を中心に、硝子体手術（25G、resight）、網膜剥離手術、緑内障など積極的に施行しています。
内眼手術は全例入院していただいております。白内障手術はお待たせすること多くなっていますが、早期手
術を要する疾患はできるだけ速やかに対応しています。早急な手術が必要な場合にはご一報ください。黄斑
疾患への薬物治療も行っております。

　ご紹介いただいた患者様は経過良好であれば、早期の逆紹介をさせていただきます。

【スタッフ】  野村昌弘（網膜硝子体）、佐々木真理子（網膜硝子体）、篠田達郎（白内障、一般）、 
安里輝（白内障、一般）

 眼科部長　野村　昌弘
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　耳鼻咽喉科　
　新年あけましておめでとうございます。
　耳鼻咽喉科の常勤医は、本年１月現在、羽生昇（耳鼻咽喉科指導医、専門：頭頸部癌、癌治療認定医）、富
永健裕（耳鼻咽喉科専門医、専門：喉頭、嚥下、音声）、若林毅（後期研修医）、利國桂太郎（後期研修医）
の４人体制となっております。
　外来は紹介制を導入しており、おかげさまで毎月160 ～ 200名の患者様のご紹介をいただいております。紹
介状ご持参有れば予約は不要で、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、２～３
台で行っており、甲状腺や頸部リンパ節からのエコー下穿刺吸引細胞診、補聴器相談、障害認定、にも対応
しております。音声専門の富永医師が赴任したことにより、音声障害に対する診断・治療も充実してまいり
ました。
　手術は耳鼻咽喉科全般（口蓋扁桃摘出、鼻副鼻腔手術、耳下腺・顎下腺・甲状腺良性悪性腫瘍、咽喉頭内
視鏡手術、声帯顕微鏡手術、鼓膜チューブ挿入術、舌咽喉頭癌手術）を扱っております。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　部長事務代行　羽生　昇

　泌尿器科　
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泌尿器科部長　内田　厚

　放射線治療科　
 　あけましておめでとうございます。

　当科では、毎日約30 ～ 40名の患者さんの放射線
治療を行っています。がんに対しては、その種類
や進行具合に応じて治療法が使い分けられますが、
放射線治療の特徴としては、様々な種類・進行具
合のがんに効果が期待できる事と、働きながら或
いは体力のない高齢の方でも治療を受けられる事
などが挙げられます。日常生活との両立も可能な
放射線治療は、「人生100年時代」に向けて、今後
ますます重要性が増してくると予想されます。
　本年も、主治医の先生と連携を取りながら、ス
タッフが一丸となって患者さんに最適な医療を提
供していきたいと考えています。
　どうぞ宜しくお願い申し上げます。
 放射線治療科部長　沓木　章二
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各診療科部長　ご挨拶・紹介

　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ありがとうございました。立川病院緩和ケア科は主治医、外来、病棟チームと
ともに緩和ケアチームとして、患者さん・ご家族をサポートしています。痛み、呼吸苦などの体の症状、不
安や、抑うつといった精神的な問題、治療費のこと、治療が難しくなった時の療養場所の選択など様々な問
題の迅速な解決に努めております。症状緩和などで、お困りのことがございましたら、ご遠慮なく立川病院
緩和ケアチームまでご相談ください。
　また、今年も緩和ケアの基礎を学ぶ「緩和ケア研修会」を開催いたしますので、ぜひご参加ください。昨
年度より事前のe-learningによる１日集合研修となっており、医師以外の医療従事者も研修を受講ができるよ
うになりました。昨年度は当院にて２回開催し、院内外の医師、看護師、リハビリスタッフによる、ロール
プレイやグループワークが熱心に行われました。緩和ケアを必要としているのは、がんのみならず心不全、
腎不全、神経難病などの命に関わる疾患に苦しむ方も同様です。
　本年も立川病院緩和ケアチームをよろしくお願い申しあげます。
 緩和ケア科部長　秋山　芳伸

　歯科口腔外科　
　新年明けましておめでとうございます。
　当院歯科口腔外科は歯・歯肉・舌・口唇・口腔粘膜・顎骨・顎関節などの口腔領域の疾患や外傷の治療を
専門としています。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、また常勤歯科衛生士２名で１日40 ～ 50名、新患患者は１日10 ～ 15名の診療に当たっ
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
を含めた手術は予約制となっております。 
　専門的に歯根端切除術、インプラント治療、顎変形症を行っており、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（日帰り、１泊）で困難な抜歯や小手術、全身疾患を
持った方や不安や痛みに心配な方の手術を鎮静下にて行っています。

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 （歯根端切除術、顎骨嚢胞）
◦顎変形症（骨格性の下顎前突、小下顎症、上顎後

退症など） 

◦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、口腔癌） 
◦口腔粘膜疾患（難治性の口内炎、白板症、扁平苔癬、

舌痛症）など 
◦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
　お陰様で新病院移転後の診療も落ち着きました。新病棟も外来もきれいになり、各診療台も個室となり、
プライバシーを守ることができ、患者様により心地良く診療をうけていただけるような環境ができました。
　近年病院歯科として周術期の口腔ケアにも力を入れております。当院よりかかりつけ歯科や近隣の歯科医
院の先生方に口腔ケアをご依頼することあるかとおもいます。その際にはご協力のほどお願い申し上げます。
　今後も安全で安心な診療ができるようスタッフ一丸となり心がけて参りますので、どうぞよろしくお願い
いたします。
 歯科口腔外科部長　木津　英樹

　救急科　
　新年あけましておめでとうございます。
　平成29年４月に救急科を開設し、近隣救急隊からの信頼もいただき年間約4000台の救急車を受入れていま
す。昨年３月には、積極的な救急車受入れと救急医療への貢献に対して、東京消防庁から消防総監感謝状の
贈呈を受けました。また昨年５月、東京都から北多摩西部医療圏で３施設目となる災害拠点病院の指定を受
けました。二次救急医療機関として救急車の受入れをますます増やしていくとともに、災害時に地域社会に
貢献できる立川病院となるべく、ワーキンググループを立ち上げて病院を挙げた取組みを行っています。医
療はもちろんのこと、帰宅困難者や地域支援でも頼りになる病院でありたいと考えております。
 副院長・救急科部長　並木　淳

　耳鼻咽喉科　
　新年あけましておめでとうございます。
　耳鼻咽喉科の常勤医は、本年１月現在、羽生昇（耳鼻咽喉科指導医、専門：頭頸部癌、癌治療認定医）、富
永健裕（耳鼻咽喉科専門医、専門：喉頭、嚥下、音声）、若林毅（後期研修医）、利國桂太郎（後期研修医）
の４人体制となっております。
　外来は紹介制を導入しており、おかげさまで毎月160 ～ 200名の患者様のご紹介をいただいております。紹
介状ご持参有れば予約は不要で、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、２～３
台で行っており、甲状腺や頸部リンパ節からのエコー下穿刺吸引細胞診、補聴器相談、障害認定、にも対応
しております。音声専門の富永医師が赴任したことにより、音声障害に対する診断・治療も充実してまいり
ました。
　手術は耳鼻咽喉科全般（口蓋扁桃摘出、鼻副鼻腔手術、耳下腺・顎下腺・甲状腺良性悪性腫瘍、咽喉頭内
視鏡手術、声帯顕微鏡手術、鼓膜チューブ挿入術、舌咽喉頭癌手術）を扱っております。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　部長事務代行　羽生　昇

　泌尿器科　
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泌尿器科部長　内田　厚

　放射線治療科　
 　あけましておめでとうございます。

　当科では、毎日約30 ～ 40名の患者さんの放射線
治療を行っています。がんに対しては、その種類
や進行具合に応じて治療法が使い分けられますが、
放射線治療の特徴としては、様々な種類・進行具
合のがんに効果が期待できる事と、働きながら或
いは体力のない高齢の方でも治療を受けられる事
などが挙げられます。日常生活との両立も可能な
放射線治療は、「人生100年時代」に向けて、今後
ますます重要性が増してくると予想されます。
　本年も、主治医の先生と連携を取りながら、ス
タッフが一丸となって患者さんに最適な医療を提
供していきたいと考えています。
　どうぞ宜しくお願い申し上げます。
 放射線治療科部長　沓木　章二
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　放射線診断科・中央放射線科　
　新年あけましておめでとうございます。
　放射線診断科・中央放射線科には、昨年の新棟開設時に、最新のハイエンド３テスラMRI装置であるGE社
製Signa Architectが導入され、時代の最先端を切り裂くMRI診断が可能となりました。CTは、dual energy 
CT装置であるGE Discovery CT750 FREEdom Editionに超低被ばくCTを可能とするVEOを併設し、隙のな
い高機能なCT画像が撮像可能となっています。また、血管造影・IVR装置として、Siemens社製のIVR-CT
装置「Miyabi」が新規導入され、当院の画像ガイド下治療＝IVRの質が飛躍的に向上いたしました。
　このような最先端機器を用いて、診断・治療にあたらせていただいているのは、橋本統（放射線診断科部
長・中央放射線科部長）、樋口睦美（中央検査科部長・放射線診断科医長兼任）、岡村哲平（放射線診断科医長）
および堤啓（放射線診断科医医員）という４名の常勤医に加え、骨・軟部放射線診断を専門とする白神伸之（東
邦大学医療センター大森病院放射線科准教授）、核医学診断を専門とする中原理紀（慶應義塾大学医学部放射
線診断科准教授）、神経放射線診断を専門とする南康大（慶應義塾大学医学部放射線診断科助教）など非常勤
のメンバー達であり、幅広い領域において、専門性の高い画像診断・治療（IVR）が実現されています。
 放射線診断科部長・中央放射線科部長　橋本　統

　透析センター　
　新年あけましておめでとうございます。
　現在透析センターは、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、院内全ての血液浄
化療法を担当しております。外来での通院透析はもちろん、血液透析自体を導入・開始するための入院患者
ならびに、当院へ検査、手術、あるいは合併症の治療のため入院された患者様の入院中の透析管理も行って
おります。
　当院では、腎代替療法における療法選択を重視しております。当院では腹膜透析の導入ならびに実施を行
う体制を整えております。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。

　引き続き地域の先生方におかれましては、当院での入院を検討されている透析患者さま、合併症治療など
急を要する患者様などおられましたら、ぜひ地域医療連携センターを経由の上、ご相談ください。
 透析センター長　二木　功治

　内視鏡センター　
　新年あけまして、おめでとうございます。
　内視鏡センターは、呼吸器外科（山本、岩丸）呼吸器内科（黄、舩津、谷、福井、砂田）、消化器外科（亀山、
武居、猪股、矢作、前）消化器内科（金子、宮澤、古宮、松下）が、内視鏡検査、治療に従事しております。
新内視鏡センターになり、１年半がたち、体制も落ち着いてきました。
　新規器材の導入も検討しており、今まで以上に、高度な診断、処置が安全に出来るよう対応してまいります。
また、緊急処置にも可能なかぎり対応できるよう、いっそう努力してまいります。
　本年も、よろしくお願いします。
 内視鏡センター部長　宮澤　正治

　臨床・教育研修センター　
　新年あけましておめでとうございます。
　当院では現在10名の初期臨床研修医が研修に励んでおりますが、臨床研修病院としての教育の質が評価さ
れ、今年の４月より研修医の定員枠が増えることになりました。研修にご協力頂いている地域の先生方には
重ねて御礼申し上げます。当院の教育で「全人的医療を実践する力」「確固たる倫理観に基づき判断する力」

「自ら学習と研鑽をつむ力」を修得させることが、研修医達のこれからの長い医師人生に多くの実りをもたら
すものと信じ、社会の福祉ために貢献出来る人材を育成することを目標に、本年も努力してゆく所存ですの
で何卒ご指導ご鞭撻のほど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
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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、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。
　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。

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

● 専用用紙（3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。医師
の医院名、医師のお名前等忘れないようにお願い致します。

● 専用封筒
客員医員の医師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、医師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・立川病院 こども救急室
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