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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
までに可能な限り必着でお願いいたします。
　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 8：15～17：00
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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国家公務員共済組合連合会

立川病院　院長代行　並木　淳

新年のご挨拶

新年あけましておめでとうございます、と

申し上げたいところですが、いまだ新型コロナ

ウイルス感染症（以下、新型コロナ）は収束の

気配を見せず、ますます猛威をふるい私たち

の日常生活に深刻な影響を及ぼしています。

まずは、不幸にも病に倒れた患者さん、ご家

族に衷心よりお悔やみを申し上げます。また、

当院の診療に関して、患者の皆様や近隣医

療機関の先生方に多大なご理解とご協力を

頂戴しておりますことに、心から御礼申し上げ

ます。

さて、昨年4月から病院長代行を務め、い

きなりコロナ禍の真っただ中で病院職員とと

もに奮闘して参りました。新型コロナの診療

と通常診療の維持を図るため、昨年4月当初

から予約外の初診患者さんの受診制限を行

い、外来予約センターでの予約を推奨させて

頂きました。患者さんや紹介元の先生方には

大変なご不便とお手数をお掛けしていること

と存じております。これも新型コロナ診療に

当院の人的資源を確保し医療機関として感

染症診療に対する役割を果たしていく為、そ

して外来診療機能の崩壊を防ぎ出来るだけ

これまで通りの医療を提供させて頂く為のこ

とと、何卒ご容赦の程をお願い申し上げます。

第3波とも呼ばれる新型コロナの蔓延で、

当院を訪れる患者さんやご家族、あるいはご

紹介いただく先生方も、大層ご不安のことと

存じます。当院では院内感染を阻止すべく、

原則面会禁止、病院入口でのサーモカメラに

よる非接触体温測定、緊急入院時の個室利

用、新型コロナ抗原検査とPCRの活用、手術

前や気管支鏡検査前のPCRスクリーニング

など、様々な持続可能な対策を行っておりま

す。また当院職員に対してはマスクをはずし

た会食の自粛を要請し、院内更衣室や職員

食堂の利用についても徹底した感染対策に

努めています。幸いこの原稿執筆時まで当院

の職員に新型コロナ陽性者は発生していま

せんが、今般の流行状況を鑑みるといつ陽性
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者が発生してもおかしくはありません。そのと

きに中傷や差別のない職場環境に努め、陽

性者発生時に病院として適切かつ迅速な対

応ができるよう準備を整えております。これ

からは新型コロナと共に生きていく時代とな

りました。地域の皆様の信頼に応え、いざとい

うときに頼りになる立川病院であり続けられ

るよう、職員一同努めて参ります。

新型コロナウイルスは社会の変革を否応

なしに強いているとも言われており、変革に

取り残された組織は淘汰されてしまうことに

もなりかねません。立川病院は約3年あまり

前に新病院棟に移転しましたが、新しい建物

に相応しい体制の強化・充実が急がれる状

況ではないかと思っております。この新年号

には「専門外来」のご案内を掲載いたしました

が、患者さんやご家族、ご紹介いただく先生

方に分かり易く目線を合わせた取組みを進め

て参ります。今後とも立川病院をどうぞよろし

くお願い申し上げます。

新型コロナの流行に際しては、たいへん多

くの励ましのメッセージ、医療資器材や応援

の飲食料などのご提供を頂戴いたしました。

新型コロナの実態が分からず、我々職員も目

先の対応に追われていた第1波のさなか、職

員にとってどんなに心強く励みになったこと

かと、改めて深く御礼申し上げます。そして最

後にこの場をお借りして、当院職員の日常生

活を含めた感染予防対策への努力と医療従

事者としての使命感を持った働きに対し、謝

意と敬意を表したいと思います。

末筆ではございますが、今なお納まる兆し

が見えないコロナ禍の中ではありますが、皆

様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げ、新年

のご挨拶とさせて頂きます。
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各診療科部長　ご挨拶・紹介

　内科　
　謹んで新春をお祝い申し上げます。旧年中は、コロナ禍にも関わらずひとかたならぬ御厚情を賜り、厚く
御礼申し上げます。
　当院内科は、循環器内科・消化器内科・脳神経内科・腎臓内科・糖尿病内分泌代謝科・血液内科・膠原病
リウマチ内科・呼吸器内科各分野の専門医を揃え、内科全体で協力する体制を整えています。
　紹介患者様に対して全人的医療を提供し、地域の内科急性期医療に貢献することを目標に一層努力して参
りますので、本年もご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
� 内科統括部長　黄　英文

　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。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　
令和元年度　主な入院患者の内訳

（815名中）
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

　明けましておめでとう
ございます。昨年は多く
の患者様をご紹介頂き誠
にありがとうございまし
た。
　呼吸器内科は、常勤医
5名（伊藤、眞鍋、福井、
舩津、黄）の体制で診療
を行っています。新型コ
ロナウイルス感染症に対応しつつ、肺がん・呼吸器感
染症・びまん性肺疾患など呼吸器疾患全般の診療を通
常通り行っています。院内では呼吸器外科、放射線診
断科、放射線治療科と協働し、正確な診断治療が行え
るよう心がけています。
　今まで以上に呼吸器疾患診療の質を向上させ、地域医療へ貢献すべく努力していく所存です。本年も何卒
よろしくお願い申し上げます。
� 呼吸器内科部長　黄　英文

左から中野（研修医）、眞鍋、舩津、黄、伊藤、福井
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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名に加え2020年4月よ
り東京医療センターより古田孝一先生が当院での勤務となり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ます。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

　脳神経内科　
　あけましておめでとうございます。昨年に標榜科の名称を従来の神経内科から脳神経内科に変更しました
が、特に混乱なく受け入れて頂いたようです。当院の脳神経内科では認知症、パーキンソン病、てんかん、
神経免疫疾患、脳血管障害を中心に診療にあたっております。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あたっているほか、非常勤医として篠原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は神山和子認知症看護認定看護師、黒田美奈子精神保健福
祉士、中野彩臨床心理士を中心に院内精神科医師をはじめとした多くの方々にご協力頂き活発に活動してお
ります。立川市をはじめとした近隣の医師会のご助力を得て、初期集中支援チームなど病院外での業務も引
き続き行っていきます。コロナの影響で主病棟である4Sが使えない状況が続いていますが、Web会議を推
進するなど業務の効率化のチャンスとも考えられます。パーキンソン病に対するデュオドーパ療法、重症筋
無力症に対するソリリス、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症に対するヌーカラなど、新規治療法の導入も引き
続き進めていく所存です。今年も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。
� 脳神経内科部長兼東京都地域拠点型認知症疾患医療センター長　服部　英典

　血液内科　
　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。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、2020年4月から常勤医4名（小橋、安部、井上、増田）、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

　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、微力ながら地域医療支援病院の専門医としての役割を果たしてまいりたいと思
っております。コロナ禍において集団指導が困難となり外来患者さん「糖尿病教室」の参加を現在見送って
いる状況ですが、「栄養相談」「教育入院」については継続しておりますのでご活用いただければ幸いです。
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（℡
042-524-2438　FAX042 -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

　内科　
　謹んで新春をお祝い申し上げます。旧年中は、コロナ禍にも関わらずひとかたならぬ御厚情を賜り、厚く
御礼申し上げます。
　当院内科は、循環器内科・消化器内科・脳神経内科・腎臓内科・糖尿病内分泌代謝科・血液内科・膠原病
リウマチ内科・呼吸器内科各分野の専門医を揃え、内科全体で協力する体制を整えています。
　紹介患者様に対して全人的医療を提供し、地域の内科急性期医療に貢献することを目標に一層努力して参
りますので、本年もご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
� 内科統括部長　黄　英文

　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。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　
令和元年度　主な入院患者の内訳

（815名中）
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

　明けましておめでとう
ございます。昨年は多く
の患者様をご紹介頂き誠
にありがとうございまし
た。
　呼吸器内科は、常勤医
5名（伊藤、眞鍋、福井、
舩津、黄）の体制で診療
を行っています。新型コ
ロナウイルス感染症に対応しつつ、肺がん・呼吸器感
染症・びまん性肺疾患など呼吸器疾患全般の診療を通
常通り行っています。院内では呼吸器外科、放射線診
断科、放射線治療科と協働し、正確な診断治療が行え
るよう心がけています。
　今まで以上に呼吸器疾患診療の質を向上させ、地域医療へ貢献すべく努力していく所存です。本年も何卒
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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　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、常勤医2名（二木功治、篠塚圭祐）体制のもと診療を行っております。腎臓領域の診療内容と
しては、「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」などです。診断のための腎生検も積極的に実施しております。
　腎臓内科では透析センターの運営を行い、当院における血液浄化療法管理を担っております。腹膜透析の
導入も順調に実績を重ねております。腎臓内科外来では、透析看護認定看護師を中心として「療法選択外来」
を開設し、腎代替療法の療法選択を充実させております。
　現在立川市では腎臓内科基幹病院として、３病院「災害医療センター」、「立川病院」、「立川相互病院」の
腎臓内科で協力し、「立川CKDネットワーク」として「立川市基幹病院」、「立川市医師会」、「立川市薬剤師会」、

「立川市福祉保健部」さらには「立川歯科医師会」も加わり、地域腎臓診療や啓発など様々な活動を行ってお
ります。
　本年も引き続き、立川市ならびに周辺地域における腎臓診療の一翼を担うべく、立川病院腎臓内科として
努力していく所存であります。地域の先生方におかれましては、引き続きご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろ
しくお願い致します。
� 腎臓内科部長事務代行　二木　功治

　膠原病・リウマチ内科　
　新年明けましておめでとうございます。連携医の先生方におかれましては、輝かしい新年をお迎えのこと
とお喜び申し上げます。
　膠原病・リウマチ内科は、金曜日の武中さや佳医師（非常勤）に加え、昨年10月より秋山光浩医師（非常勤）
の外来を木曜日に開設致しました。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
ご連絡頂ければ幸いです。本年もご支援ご指導よろしくお願い申し上げます。
� 膠原病・リウマチ内科　内科統括部長　黄　英文

　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、漢方、食物アレルギー
管理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。また立川市が行っております
乳幼児健診担当に多数参画し、健診と病院の連携をスムーズに強める活動もしております。
　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、呼吸障害・双胎等ハイリスク新生児、ハイリスク母体からの出生児の入院加療
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。
　また患者様におかれましてはお気軽に小児科外来スタッフにご相談をいただければ、可能な限りの対応を
させていただきたいと思います。
� 小児科部長　米山　浩志
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各診療科部長　ご挨拶・紹介

　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。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、
本年は最新の治療である血管内塞栓術も開始します。局所麻酔にて行うため当日から歩行可能であり、日帰
りもしくは1泊2日入院で行っています。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。下肢動脈疾患では、多診療科にて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。 迅速丁寧をモットーに本年もより一層頑張ってまいります。
� 血管外科部長　秋山　芳伸

　消化器外科　
　明けましておめでとうございます。
　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。
　本年も胆石、胆嚢炎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。食道癌、胃癌、大腸癌に対しては、内視鏡治療（ESD）も積極的に行っていきます。
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
療にあたっています。
� 乳腺外科部長　服部　裕昭

　呼吸器外科　
　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　当科は、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・呼吸器疾患の外科診
療を実施しています。手術は胸腔鏡を使った低侵襲手術の、「ハイブリッドVATS 」を柱としており、安定
した成績を収めています。昨年は新型コロナウイルスの影響を受けて手術数は減少しましたが、長期的には
漸増傾向にあります。感染対策に手を尽くしながら、安全・安心の医療を提供できるよう、引き続き努力し
ておりますので、何卒宜しくお願い申し上げます。
　コロナ禍の中、地域の医療に携わる方々には、大変な苦労をされていることと存じます。
　皆様が一日も早く正常の診療活動・日常生活に復しますよう、祈念いたします。
� 呼吸器外科部長　山本　達也

　整形外科　
　新年おめでとうございます。当科は昨年10月に脊椎・脊髄外科担当が市原より小倉洋二医長に交代しまし
た。直前の勤務地は米国 Leatherman Spine Center で2年間に約400件の手術を執刀しました。当地域の脊
椎・脊髄診療に貢献できるよう努力いたします。その他の上席スタッフはかわりなく、腫瘍、膝、足、上肢
は常勤医がカバー、股関節、リウマチ、骨軟部肉腫化学療法は優秀な非常勤医が診療にあたります。骨関節
外傷は後期研修医３名が指導医のバックアップのもと治療にあたります。『治療の質は量に比例』の信念のも
と2021年度は1,200件の手術件数をめざします。
� 整形外科部長　鈴木　禎寿

　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、常勤医2名（二木功治、篠塚圭祐）体制のもと診療を行っております。腎臓領域の診療内容と
しては、「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」などです。診断のための腎生検も積極的に実施しております。
　腎臓内科では透析センターの運営を行い、当院における血液浄化療法管理を担っております。腹膜透析の
導入も順調に実績を重ねております。腎臓内科外来では、透析看護認定看護師を中心として「療法選択外来」
を開設し、腎代替療法の療法選択を充実させております。
　現在立川市では腎臓内科基幹病院として、３病院「災害医療センター」、「立川病院」、「立川相互病院」の
腎臓内科で協力し、「立川CKDネットワーク」として「立川市基幹病院」、「立川市医師会」、「立川市薬剤師会」、

「立川市福祉保健部」さらには「立川歯科医師会」も加わり、地域腎臓診療や啓発など様々な活動を行ってお
ります。
　本年も引き続き、立川市ならびに周辺地域における腎臓診療の一翼を担うべく、立川病院腎臓内科として
努力していく所存であります。地域の先生方におかれましては、引き続きご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろ
しくお願い致します。
� 腎臓内科部長事務代行　二木　功治

　膠原病・リウマチ内科　
　新年明けましておめでとうございます。連携医の先生方におかれましては、輝かしい新年をお迎えのこと
とお喜び申し上げます。
　膠原病・リウマチ内科は、金曜日の武中さや佳医師（非常勤）に加え、昨年10月より秋山光浩医師（非常勤）
の外来を木曜日に開設致しました。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
ご連絡頂ければ幸いです。本年もご支援ご指導よろしくお願い申し上げます。
� 膠原病・リウマチ内科　内科統括部長　黄　英文

　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、漢方、食物アレルギー
管理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。また立川市が行っております
乳幼児健診担当に多数参画し、健診と病院の連携をスムーズに強める活動もしております。
　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、呼吸障害・双胎等ハイリスク新生児、ハイリスク母体からの出生児の入院加療
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。
　また患者様におかれましてはお気軽に小児科外来スタッフにご相談をいただければ、可能な限りの対応を
させていただきたいと思います。
� 小児科部長　米山　浩志
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　形成外科　
　新年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大変お世話になり、また多くの患者
様をご紹介いただき誠にありがとうございます。形成外科一同、心より御礼申し上げます。
　形成外科は2020年4月から常勤2名が交代し、新体制となりました。現在、濱田茉梨子、鎌田将史の2名
体制で診療を行っております。当科の対象疾患は多岐にわたり、特にリンパ節郭清術後などに伴うリンパ浮
腫に対するリンパ管静脈吻合術、眼瞼下垂症、顔面骨骨折、各科での悪性腫瘍切除後の欠損に対する再建手
術などを中心に積極的に行っています。また、2021年より新たに血管外科 秋山芳伸先生（毎週木曜午前 リ
ンパ浮腫外来）や東京歯科大学市川総合病院 形成外科 佐久間恒先生と連携したリンパ浮腫外科外来、眼瞼
下垂症や皮膚弛緩症、睫毛内反症、下眼瞼内反などのまぶた外来、顔の外傷・骨折外来、再建外科外来を開
始いたします。今後とも関連各科、近隣医療機関との連携を密に、邁進してまいりたいと思います。本年も
どうぞよろしくお願いいたします。� 形成外科医員　濱田　茉梨子

　リハビリテーション科　
　新年明けましておめでとうございます。
　昨年は皆様におかれても様々な変化と混乱の年だったのではないでしょうか。当科の診療体制は、縮小や
大きな制限を行うことなく外来入院ともに通常通り業務を行うことが出来ております。引き続きスタッフ一
同感染対策と体調管理に努め、適切な機能回復、ADL維持・改善のため適切な診療に努めていく所存です。
運動することは心の不安やストレス解消に大きな役割を果たします。本年も当院に縁のある関係者皆様の方々
が健康で過ごせることを心よりお祈り申し上げます。
� リハビリテーション科　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。
　眼科は常勤医4名で、外来は初診・再診各1名の2診で行っております。
　手術は白内障を中心に、硝子体疾患、網膜剥離、緑内障などを積極的に施行しています。抗VEGF薬の硝
子体注射も積極的に行っています。内眼手術は全例入院していただいています。白内障は片眼ずつ原則2泊
３日としています。現在白内障手術は約３～5か月待ちです。
　早急な手術が必要な疾患、状態の場合はできるだけ速やかに対応しています。その場合はご一報ください。
　ご紹介いただいた患者様は経過がよければ早期に逆紹介させていただきます。
� 眼科部長　野村　昌弘

　脳神経外科　
　あけましておめでとうございます
　平素よりお世話になり御礼申し上げます。連携の先生方には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。
　昨年7月に立川病院脳神経外科常勤医が一時一人体制になりましたが、11月より慶應義塾大学脳神経外科
教室より常勤専門医の赴任を得ております。今まで以上に大学との連携を密にし、最善の診療ができるよう
に努めて参る所存でございます。また、最新の脳神経血管内治療外来と小児から成人への症例の移行期外来
を強化してゆきます。
　今後とも立川病院脳神経外科をよろしくお願い申しあげます。
� 脳神経外科顧問　兼　部長事務代行　篠田　正樹

　産婦人科　
　新年あけましておめでとうございます。常日頃より連携医の先生方からご支援を賜り心より感謝申し上げ
ます。産婦人科では【周産期多職種カンファレンスの立ち上げ】精神神経科/小児科/認定看護師/助産師/認
定薬剤師/MSWらが参加して定期開催しています。【産科食の充実】パレスホテル監修で評判は上々です。【子
宮がんにおける腹腔鏡手術】腹腔鏡技術認定医と婦人科腫瘍専門医が増え、子宮体がんでラパロの症例が増
えました。
　「立川病院ブランド」のチーム医療で貢献して参りたいと存じます。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
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各診療科部長　ご挨拶・紹介

　精神神経科　
　あけましておめでとうございます。
　当院の精神科病棟は、以前より東京都の精神障害者身体合併症事業の指定を受けております。これまでは
Ⅱ型（精神科病院より平日日中に即日転院）、Ⅲ型（精神科病院より待機転院）の指定でしたが、令和2年11
月より、新たにⅠ型（夜間休日身体合併症救急）の指定を受託しました。具体的には、都の精神科救急情報
センターで事例化した精神科二次救急症例に身体合併症があって単科精神病院での受け入れが難しい場合、
それを受け入れる輪番に参加いたします。この輪番の参加病院は今までは都立病院のみでしたが、都立病院
以外としては当院が初めての参加となります。
　単科精神科病院の機能を補完することが当科の役割です。入院のご依頼については、修正型電気けいれん
療法、周産期の精神障害、がん患者に合併した精神障害など、単科精神科病院では入院が難しい症例のご相
談をお待ちしております。
� 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。皮膚科は2020年4月より常勤4名の体制となりました。COVID-19
の影響で、例年に比べ来院患者数は減少しましたが、多摩地域での重症、難治性皮膚科患者の受け入れ先と
しての立場に変わりはありません。
　皮膚疾患は身近なものであり、入院や手術が必要な状態は想像し難いかもしれません。しかし高齢化に伴い、
皮膚の重症感染症、悪性腫瘍は増加しており、確実な診断、治療を担う施設が必要です。特に目に見える皮
膚腫瘍は、放置するとQOLを損なうことにもなりかねませんので、当科では超高齢者でも、患者さんと相談
しながら最適な治療を提供できるよう心掛けています。
　また難治性のアトピー性皮膚炎、蕁麻疹、乾癬に対する新規治療、脱毛症や爪疾患、口腔・陰部粘膜症状
に関しても当科で対応が可能ですので、お困りの皮膚症状がございましたら、紹介状をご持参の上、受診を
お勧めいたします。
� 皮膚科部長　稲積　豊子

　泌尿器科　
 　明けましておめでとうございます。当院の泌尿器科は常勤３名の体制で、地域の皆様の泌尿器科疾患に対

応できるよう心がけ、日々診療にあたっております。
　最近の泌尿器科の進歩として、
　1　前立腺がん治療：予後不良である去勢抵抗性前立腺がんの薬剤治療、放射線療法
　2　 腎がん、腎盂尿管がん、膀胱がんなどの手術、免疫チェックポイント療法ほか新規抗がん療法・集学

的治療
　３　女性泌尿器科手術（骨盤臓器脱、尿失禁治療、難治性過活動膀胱に対する仙骨神経刺激療法など）
　4　新規尿路結石治療
などがあります。
　近年のがん治療では、単に手術するだけでなく薬剤療法との組み合わせにより治療成績が著しく向上して
おり、いっそうの質の改善をめざしています。
　治療効果の高い尿路結石の治療として経尿道的（腎尿管）結石破砕術（TUL）があげられますが、大きな
結石に対しては限界があり、複数回の手術を余儀なくされておりました。これに対応するため、経皮的内視
鏡操作を経尿道手術と並行して行う手術：Endoscopic combined intrarenal surgery（ECIRS）が可能になり
ました。また、新規に導入された、性能に定評のあるドルニエ社製 デルタⅡ 体外衝撃波結石治療装置も鋭
意稼働しております。
　本年もご支援・ご指導のほどよろしくお願い致します。
� 泌尿器科部長　内田　厚

　形成外科　
　新年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大変お世話になり、また多くの患者
様をご紹介いただき誠にありがとうございます。形成外科一同、心より御礼申し上げます。
　形成外科は2020年4月から常勤2名が交代し、新体制となりました。現在、濱田茉梨子、鎌田将史の2名
体制で診療を行っております。当科の対象疾患は多岐にわたり、特にリンパ節郭清術後などに伴うリンパ浮
腫に対するリンパ管静脈吻合術、眼瞼下垂症、顔面骨骨折、各科での悪性腫瘍切除後の欠損に対する再建手
術などを中心に積極的に行っています。また、2021年より新たに血管外科 秋山芳伸先生（毎週木曜午前 リ
ンパ浮腫外来）や東京歯科大学市川総合病院 形成外科 佐久間恒先生と連携したリンパ浮腫外科外来、眼瞼
下垂症や皮膚弛緩症、睫毛内反症、下眼瞼内反などのまぶた外来、顔の外傷・骨折外来、再建外科外来を開
始いたします。今後とも関連各科、近隣医療機関との連携を密に、邁進してまいりたいと思います。本年も
どうぞよろしくお願いいたします。� 形成外科医員　濱田　茉梨子

　リハビリテーション科　
　新年明けましておめでとうございます。
　昨年は皆様におかれても様々な変化と混乱の年だったのではないでしょうか。当科の診療体制は、縮小や
大きな制限を行うことなく外来入院ともに通常通り業務を行うことが出来ております。引き続きスタッフ一
同感染対策と体調管理に努め、適切な機能回復、ADL維持・改善のため適切な診療に努めていく所存です。
運動することは心の不安やストレス解消に大きな役割を果たします。本年も当院に縁のある関係者皆様の方々
が健康で過ごせることを心よりお祈り申し上げます。
� リハビリテーション科　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。
　眼科は常勤医4名で、外来は初診・再診各1名の2診で行っております。
　手術は白内障を中心に、硝子体疾患、網膜剥離、緑内障などを積極的に施行しています。抗VEGF薬の硝
子体注射も積極的に行っています。内眼手術は全例入院していただいています。白内障は片眼ずつ原則2泊
３日としています。現在白内障手術は約３～5か月待ちです。
　早急な手術が必要な疾患、状態の場合はできるだけ速やかに対応しています。その場合はご一報ください。
　ご紹介いただいた患者様は経過がよければ早期に逆紹介させていただきます。
� 眼科部長　野村　昌弘

　脳神経外科　
　あけましておめでとうございます
　平素よりお世話になり御礼申し上げます。連携の先生方には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。
　昨年7月に立川病院脳神経外科常勤医が一時一人体制になりましたが、11月より慶應義塾大学脳神経外科
教室より常勤専門医の赴任を得ております。今まで以上に大学との連携を密にし、最善の診療ができるよう
に努めて参る所存でございます。また、最新の脳神経血管内治療外来と小児から成人への症例の移行期外来
を強化してゆきます。
　今後とも立川病院脳神経外科をよろしくお願い申しあげます。
� 脳神経外科顧問　兼　部長事務代行　篠田　正樹

　産婦人科　
　新年あけましておめでとうございます。常日頃より連携医の先生方からご支援を賜り心より感謝申し上げ
ます。産婦人科では【周産期多職種カンファレンスの立ち上げ】精神神経科/小児科/認定看護師/助産師/認
定薬剤師/MSWらが参加して定期開催しています。【産科食の充実】パレスホテル監修で評判は上々です。【子
宮がんにおける腹腔鏡手術】腹腔鏡技術認定医と婦人科腫瘍専門医が増え、子宮体がんでラパロの症例が増
えました。
　「立川病院ブランド」のチーム医療で貢献して参りたいと存じます。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
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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、羽生昇部長事務代行（耳鼻咽喉科指導医、専門：腫瘍、癌治療認
定医）、富永健裕医長（耳鼻咽喉科専門医、専門：喉頭）、井澤瞳美医員（耳鼻咽喉科専門医）、石川直明医員
の4人体制となっております。
　外来は、おかげさまで毎月170 ～ 220名の患者様のご紹介をいただいております。2020年12月から、時間の
予約はできませんが、受診日の予約をいただく紹介制を始めました。紹介状の事前送付のお願いをさせてい
ただいております。重症化した急性疾患には今まで通り迅速に対応いたします。外来診療は、2～３台で行
っており、甲状腺や頸部リンパ節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。
　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

　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患者さん・ご家族をサポートしています。体の症状、精神的
な問題、療養場所の選択など様々な問題の迅速な解決に努めています。また、昨年は新型コロナ感染症拡大
のため、緩和ケアの基礎を学ぶ「緩和ケア研修会」を開催することができませんでした。今年は感染予防を
徹底し開催を検討しておりますので、ぜひ参加ください。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。 本年もよろしくお願い申し上げます。
� 緩和ケア科部長　秋山　芳伸

　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、院内および近隣の病院からご紹介頂いた患者さんのがん
治療を行っています。
　高エネルギー放射線を使って、がんの根治を目指したり、がんに
よる辛い症状（痛み、出血、食事が通らない、息が苦しい、など）
の緩和なども行っています。患者さんの病状により数日～数週間の
治療期間を要しますが、これまでと変わらない生活を続けながら治
療を受ける事も出来ます。
　本年も主治医の先生方と連携しながら、最適な医療を提供してゆ
きたいと考えてます。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

　放射線診断科　
　新年あけましておめでとうございます。
　放射線診断科には、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 診断が可能となっています。CT は、dual energy CT 装置である
GE Discovery CT 750 FREEdom Edition に超低被ばく CT を実現しうるスーパーコンピュータ VEO を併
設し、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（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
よび小西啓之（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臨床教授）、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
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各診療科部長　ご挨拶・紹介

　救急科　
　新年あけましておめでとうございます。
　救急科では、救急車で搬送された患者さんや、外来を受診した患者さんのうち容態が重症で緊急を要する
場合に、救急外来で救急科の専門医が研修医と共に診察にあたっています。夜間休日については、当直医（内科、
外科系、小児科、産婦人科のほか、当番日には東京ルールやCCUネットワーク、精神科身体合併症救急の当
直あり）が順番で担当しています。発熱患者さんに限らず、救急患者さんに対しては適切な感染対策をとっ
た診療を行い、地域の救急医療の維持にこれからも努めて参ります。本年もどうぞよろしくお願い致します。
� 病院長代行・救急科部長　並木　淳

　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 木津英樹、医長 臼田 慎、應義塾大学病院口腔外科
より遠藤友樹、昨年4月より新任の本間風花の計4名、また常勤歯科衛生士３名で1日60 ～ 70名の診療にあ
たっています。
　新型コロナウイルスの影響で初診患者様が密にならないように予約制と致しました。当院外来予約センタ
ー（042-523-3856）で予約をとって受診して下さい。従来通り紹介状は必要となります。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後日の予約となっております。 なお緊急性がある場合には歯科
口腔外科外来に直接お電話下さい。
　当科は専門的に歯根端切除術、インプラント治療、顎変形症手術を行っており、月に6～８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
•  口腔外科小手術 （埋伏歯抜歯、歯根端切除術、全身疾患のため対応が困難な外科処置など）
•  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
　昨年は新型コロナウィルスのため4～6月は診療制限をしていました。現在は感染対策を十分行い、入院
手術されるかたは唾液によるPCR検査も行っており、ほぼ通常の診療体制になっております。しかし手術の
待ち期間が長く患者様や紹介元医院様にはご迷惑をおかけし申し訳ありません。チェアと人員を増加させ対
応しております．
　近年病院歯科口腔外科として周術期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
先生方に口腔ケアを依頼することも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

　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、羽生昇部長事務代行（耳鼻咽喉科指導医、専門：腫瘍、癌治療認
定医）、富永健裕医長（耳鼻咽喉科専門医、専門：喉頭）、井澤瞳美医員（耳鼻咽喉科専門医）、石川直明医員
の4人体制となっております。
　外来は、おかげさまで毎月170 ～ 220名の患者様のご紹介をいただいております。2020年12月から、時間の
予約はできませんが、受診日の予約をいただく紹介制を始めました。紹介状の事前送付のお願いをさせてい
ただいております。重症化した急性疾患には今まで通り迅速に対応いたします。外来診療は、2～３台で行
っており、甲状腺や頸部リンパ節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。
　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

　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患者さん・ご家族をサポートしています。体の症状、精神的
な問題、療養場所の選択など様々な問題の迅速な解決に努めています。また、昨年は新型コロナ感染症拡大
のため、緩和ケアの基礎を学ぶ「緩和ケア研修会」を開催することができませんでした。今年は感染予防を
徹底し開催を検討しておりますので、ぜひ参加ください。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。 本年もよろしくお願い申し上げます。
� 緩和ケア科部長　秋山　芳伸

　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、院内および近隣の病院からご紹介頂いた患者さんのがん
治療を行っています。
　高エネルギー放射線を使って、がんの根治を目指したり、がんに
よる辛い症状（痛み、出血、食事が通らない、息が苦しい、など）
の緩和なども行っています。患者さんの病状により数日～数週間の
治療期間を要しますが、これまでと変わらない生活を続けながら治
療を受ける事も出来ます。
　本年も主治医の先生方と連携しながら、最適な医療を提供してゆ
きたいと考えてます。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

　放射線診断科　
　新年あけましておめでとうございます。
　放射線診断科には、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 診断が可能となっています。CT は、dual energy CT 装置である
GE Discovery CT 750 FREEdom Edition に超低被ばく CT を実現しうるスーパーコンピュータ VEO を併
設し、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（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
よび小西啓之（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臨床教授）、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
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　透析センター　
　新年あけましておめでとうございます。
　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。当院は日本透析医学会教育関連施設ならびに日本腎臓学会研修施設として、医師・看護師・
臨床工学技士の教育に積極的に取り組んでおります。
　血液透析管理業務として、外来での通院透析の実施・管理を行うとともに、入院されている患者様で、透
析を必要とされる全ての科の患者様への透析管理を行っています。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、全科に必要とされる、立川病院におけるすべての血液浄化療法を実施しています。
　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、福井、眞鍋、伊藤）、消化器外科（亀
山、武居、猪股、矢作、伊藤）、消化器内科（金子、宮澤、古宮、松下、古田）医師が、気管支鏡、上下部消
化管内視鏡、ERCPなどに従事しています。
　今年度、超音波気管支鏡も導入でき、肺癌領域の診断能力が向上しました。新型コロナ感染対策を徹底し
つつ、内視鏡業務の効率化に努めております。緊急内視鏡処置必要症例へも、可能な限り、より多く対応し
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15名の初期臨床研修医が研修に励んでおります。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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循環器内科　【常勤医師】
診療科 専門分野 曜日 診療予約時間 担当医 職名

循環器内科 ペースメーカ・
ICD 不定期木曜日 15 :00 ～ 16 :00 森谷和徳 診療部長 

循環器内科部長
※不整脈植込みデバイス（ペースメーカとICD）の専門外来のため機器のチェックのみを行っており通常の診療は行っており

ません。今後、当院で不整脈植込みデバイスのフォローを希望される場合には、まず通常の循環器内科外来へご紹介下さい。

循環器内科　【非常勤医師】
診療科 専門分野 曜日 診療予約時間 担当医 本務先・職名

循環器内科 心臓外科 第2・第4 
火曜 9:00 ～ 11 :00 志水秀行 慶應義塾大学病院・ 

心臓血管外科教授
※直接のご紹介は受付けておりません。まず通常の循環器内科外来へご紹介下さい。循環器内科で精査の上で必要に応じて院

内紹介するシステムになっております。

糖尿病・内分泌代謝内科　【非常勤医師】
診療科 専門分野 曜日 診療予約時間 担当医 本務先・職名

糖尿病・内分
泌代謝内科 糖尿病 毎週火曜日 9:00 ～ 12 :00 水川眞二郎 国立中央診療所および 

杏林大学高齢診療科

小児科　【常勤医師】
診療科 専門分野 曜日 診療予約時間 担当医 職名

小児科 血液・腫瘍 毎週月・木曜 
（一般外来内） 9:00 ～ 11 :00 米山浩志 小児科部長

小児科 神経 毎月 
第1・３木曜日 13 :30 ～ 16 :00 下郷幸子 小児科医長

小児科 新生児 毎週水曜 13 :30 ～ 16 :00 高村恭子 小児科医長

小児科 循環器・漢方・
アレルギー

毎月 
第2・4木曜日 13 :30 ～ 16 :00 荒巻恵 小児科医長

小児科 神経 毎月 
第1・３木曜日 13 :30 ～ 16 :00 守山汐理 小児科医員

小児科 小児心理 毎週火曜 9:00 ～ 15 :00 山本倫子 認定心理士

小児科　【非常勤医師】
診療科 専門分野 曜日 診療予約時間 担当医 本務先・職名

小児科 腎臓 毎月 
第2水曜 14 :00 ～ 16 :00 松山健 公立福生病院院長・ 

小児科部長

小児科 腎臓 毎月 
第4火曜 14 :00 ～ 16 :00 井口智洋 慶應義塾大学病院 

小児科助教

小児科 呼吸器 毎月 
第1・３水曜日 14 :00 ～ 16 :00 小林久人 慶應義塾大学病院 

小児科特任助教

小児科 血液・腫瘍 毎月 
第1・３火曜日 9:00 ～ 11 :00 嶋田博之 慶應義塾大学病院 

小児科専任講師

小児科 内分泌・ 
代謝

毎月 
第2・4水曜日 14 :00 ～ 16 :00 佐々木悟郎 東京歯科大学市川病院 

小児科講師

小児科 循環器 毎月 
第4水曜 14 :00 ～ 16 :00 大木寛生 東京都立小児総合医療 

センター循環器科医長

小児科 循環器 毎月 
第３火曜 14 :00 ～ 16 :00 山田浩之 東京都立小児総合医療 

センター循環器科医員

小児科 心療小児科 不定期 14 :00 ～ 16 :00 内田創 カラムンの森 
こどもクリニック院長

血管外科　【常勤医師】
診療科 専門分野 曜日 診療予約時間 担当医 職名

血管外科 下肢静脈瘤 月曜日 午前 秋山　芳伸 血管外科部長
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呼吸器外科　【常勤医師】
診療科 専門分野 曜日 診療予約時間 担当医 職名
外科 

（呼吸器） 胸部腫瘍の外科 毎週金曜日 9:00 ～ 11 :00 山本達也 呼吸器外科部長

整形外科　【常勤医師】
診療科 専門分野 曜日 診療予約時間 担当医 職名

整形外科 手・肘の外科 毎週月曜 9:00 ～ 11 :30 藤巻亮二 整形外科医長
整形外科 骨関節外傷 第1・３火曜 9:00 ～ 11 :30 徳永慶太 整形外科医員
整形外科 骨関節外傷 第2・4火曜 9:00 ～ 11 :30 西村太一 整形外科医員
整形外科 骨関節外傷 毎週水曜 13 :00 ～ 16 :00 西村太一 整形外科医員
整形外科 足の外科 毎週水曜 9:00 ～ 16 :00 小久保哲郎 整形外科医長
整形外科 膝関節 毎週水曜 9:00 ～ 11 :30 三尾健介 整形外科医長
整形外科 膝関節 毎週水曜 9:00 ～ 11 :30 野村達也 整形外科医員
整形外科 脊椎・脊髄外科 毎週水曜 9:00 ～ 11 :30 徳永慶太 整形外科医員

整形外科 骨軟部腫瘍・骨転移 
股関節取り次ぎ 毎週木曜 9:00 ～ 13 :00 鈴木禎寿 整形外科部長

整形外科 脊椎・脊髄外科 毎週木曜 9:00 ～ 11 :30 小倉洋二 整形外科医長
整形外科 側弯 毎月第4月曜 14 :00 ～ 16 :00 小倉洋二 整形外科医長

整形外科　【非常勤医師】
診療科 専門分野 曜日 診療予約時間 担当医 本務先・職名

整形外科 股関節 第4土曜日 8:15 ～ 11 :30 船山　敦 済生会横浜市東部病院・ 
整形外科副部長

整形外科 股関節 第1月曜日 14 :00 ～ 16 :00 金治有彦 慶應義塾大学病院・ 
整形外科　専任講師

整形外科 関節リウマチ 第2土曜日 9:00 ～ 11 :00 岩本卓士 慶應義塾大学病院・ 
整形外科　専任講師

整形外科 骨軟部腫瘍 第4木曜日 14 :00 ～ 16 :00 中山ロバート 慶應義塾大学病院・ 
整形外科　専任講師

形成外科　【常勤医師】
診療科 専門分野 曜日 診療予約時間 担当医 職名

形成外科 リンパ浮腫 
（外科）外来 毎週水曜日 9:00 ～ 11 :30 濱田 茉梨子 形成外科　医員

形成外科 まぶた外来 毎週金曜日 9:00 ～ 11 :30 濱田 茉梨子 形成外科　医員

形成外科 顔の外傷・ 
骨折外来 毎週木曜日 9:00 ～ 11 :30 鎌田 将史 形成外科　医員

形成外科　【非常勤医師】
診療科 専門分野 曜日 診療予約時間 担当医 本務先・職名

形成外科 再建外科外来 毎週金曜日 9:00 ～ 10 :30 矢澤 真樹 慶應義塾大学病院形成外科 
専任講師・診療科副部長

リハビリテーション科　【常勤医師】
診療科 専門分野 曜日 診療予約時間 担当医 職名
リハビリ 

テーション科
ボトックス注射
（上下肢痙縮） 毎週月曜金曜 13 :30 ～ 16 :00 黒川真希子 リハビリテーション科 

部長代行
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脳神経外科　【常勤医師】
診療科 専門分野 曜日 診療予約時間 担当医 職名

脳神経外科 移行期外来 金曜日 9:00 ～ 11 :30 篠田正樹 脳神経外科 
顧問・部長事務代行

脳神経外科　【非常勤医師】
診療科 専門分野 曜日 診療予約時間 担当医 本務先・職名

脳神経外科 脳血管内治療 第4土曜日 8:15 ～ 11 :30 各務宏 済生会横浜市東部病院・ 
脳血管内治療科部長

皮膚科　【常勤医師】
診療科 専門分野 曜日 診療予約時間 担当医 職名
皮膚科 皮膚腫瘍 毎週金曜日 9:30 ～ 11 :00 稲積豊子 皮膚科部長
皮膚科 アレルギー 毎週月曜日 9:30 ～ 11 :00 足立剛也 皮膚科医員
皮膚科 膠原病 毎週水曜日 9:30 ～ 11 :00 新川宏樹 皮膚科医員
皮膚科 にきび 毎週火曜日 9:30 ～ 11 :00 宮川明大 皮膚科医員

耳鼻咽喉科　【常勤医師】
診療科 専門分野 曜日 診療予約時間 担当医 職名

耳鼻咽喉科 腫瘍再診 毎週火曜日 15 :00 ～ 16 :00 羽生　昇 耳鼻咽喉科部長事務代行
耳鼻咽喉科 喉頭再診 毎週金曜日 14 :30 ～ 15 :30 富永健裕 耳鼻咽喉科医長

泌尿器科　【常勤医師】
診療科 専門分野 曜日 診療予約時間 担当医 職名

泌尿器科 腎・膀胱悪性腫瘍 毎週木曜日 9:00 ～ 11 :00 内田　厚 部長

泌尿器科 前立腺がん・ 
前立腺肥大症 毎週火曜日 9:00 ～ 11 :00 明瀬 佑史 医長

泌尿器科 女性泌尿器科 
（骨盤臓器脱・過活動膀胱） 毎週火曜日 9:00 ～ 11 :00 明瀬 佑史 医長

泌尿器科 尿路結石・ 
体外衝撃波治療 毎週月曜日 9:00 ～ 11 :00 香久山裕史 医長

泌尿器科　【非常勤医師】
診療科 専門分野 曜日 診療予約時間 担当医 本務先・職名

泌尿器科 小児泌尿器科 毎週金曜日 8:30 ～ 11 :30 浅沼　宏 慶應義塾大学病院・ 
泌尿器科准教授

産婦人科　【常勤医師】
診療科 専門分野 曜日 診療予約時間 担当医 職名

産婦人科 ロキタンスキー 第2第4土曜日 9:00 ～ 12 :00 木須伊織 産婦人科医長

産婦人科 超音波 毎週火曜日 14 :00 ～ 15 :00 三浦裕美子／
片山素子 産婦人科医長

精神神経科　【常勤医師】 ※精神神経科外来にお問い合わせください
診療科 専門分野 曜日 診療予約時間 担当医 職名

精神神経科 周産期メンタル
ヘルス 水曜日 11 :00 ～ 12 :00 須田哲史 精神神経科医長

精神神経科 サイコオンコロジー 木曜日 11 :30 ～ 12 :30 水島仁 精神神経科医長
精神神経科 認知症 月曜日 11 :00 ～ 12 :00 新田斉久 精神神経科医師

精神神経科　【非常勤医師】 ※精神神経科外来にお問い合わせください
診療科 専門分野 曜日 診療予約時間 担当医 本務先・職名

精神神経科 認知症 木曜日 13 :00 ～ 16 :00 井出健太郎 慶應義塾大学病院精神・ 
神経科医師
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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

発　行：令和3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：並木淳、風間友子

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。

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
までに可能な限り必着でお願いいたします。
　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 8：15～17：00
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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