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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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立川病院　病院長　片井　均

新年のご挨拶

新年おめでとうございます。謹んで年頭

のご挨拶を申し上げます。連携医療機関

および福祉施設の先生方のご厚情とご支

援のもと立川病院はつつがなく新年を迎

えることができました。心より感謝申し上

げます。

昨年秋から新型コロナウイルス感染症

患者（新型コロナ患者）が激減し、社会全

体で行動制限が緩和され、新しく迎える

令和４年は、東京でもまだ新型コロナ患

者の少ないお正月となっています。ただ

し、オミクロン株による市中感染が広がり

始めており、年末年始の人の大移動と共に

ウイルスも拡散する事が懸念されており、

第６波の襲来を予感させる現状になって来

ています。感染症指定病院として第６波を

小さな波にとどめることは病院の使命と

考えています。

昨年、立川病院は院内感染制御の徹底

とともに新型コロナ患者の治療にあたり

ました。血液透析患者、精神障害者など併

存症のある新型コロナ患者も積極的に受

け入れ、東京都地域周産期母子センターと

して新型コロナウイルス感染妊婦の分娩

も行いました。コロナ禍にありましたが、

職員が一丸となり最大限の注意を払い、

業務そして日常生活をおくり、クラスター

を出すこともなく病院機能をほぼ通常通

り維持することができました。

感染がコントロールされコロナ禍前の

世界に戻ることを期待していましたが、

withコロナで今後の医療体制を考えてい

かなければならないようです。

地域の医療機関の機能分化・連携がさ

らに進み、当院はより急性期病院としての

性格を求められることになると思っていま

す。また、受診控により、従来の医療が過

剰であったと患者自身が気付いた面も出て

くると思います。withコロナ時代に連携医

療機関や福祉施設そして患者から信頼を

1



得るためには、当院は「単なる総合病院で

なく、特徴ある役割を確立できるか」すな

わち「存在意義」が問われていると思いま

す。まさに当院のビジョン「立川病院ブラ

ンドの創生」の実現が求められていると病

院長として痛感しています。

地域医療支援病院として地域完結総合

医療の要となり、連携医療機関および福

祉施設の先生方に頼りにされる病院をめ

ざし、いくつかの取り組みをすでに行って

います。

がん専門病院では対応困難な併存疾

患を有する患者、地域間の移動が困難な

高齢がん患者にも早期発見から緩和医療

まで包括的に対応し、最良の医療を提供

することを目的として院内がんセンターを

立ち上げました。すべてのがんの１/３を占

める消化管がんの専門外来として「食道・

胃・大腸がん」の専門外来を私自身が担当

しています。就労者支援として夜間・休日

における外来薬物（化学）療法も行ってい

ます。当院の外科治療の特徴は、従来より

体腔鏡手術による低侵襲手術の提供でし

たが、さらなる低侵襲性と精緻性を導入す

るため本年１月より手術支援ロボット「ダ

ヴィンチ」手術を開始します。北多摩西部

地区で初となるダヴィンチによる婦人科手

術を皮切りに、呼吸器外科、泌尿器科、消

化器外科へと順次拡大予定です。このよう

な高度な手術を提供するために昨年12月

にロボット手術に対応する手術室を１室増

室しました。手術までの患者待期日数の短

縮にもつながっています。整形外科におい

ては社会の高齢化を背景とする運動器疾

患対応が今後の課題です。「肩関節外来」

を開設し、脊椎/肩/手・肘/股関節/膝/足/

腫瘍/リウマチなどすべての部位・分野別

に専門家が対応できるようになりました。

消化器内科においても、近年増加する炎

症性腸疾患に対応すべく「消化管外来」

を開設しました。引き続き、各部署で専門

性、得意分野を活かした医療を際立たせ、

患者に利益をもたらす新しい医療を導入し

ていきます。

今年も当院の理念である「質の高い、

思いやりのある医療を実践していく」病院

作りを目指して医療の質の向上や医療・

福祉連携を推進し、地域の皆様に信頼さ

れる病院となれますよう努力してまいりま

す。

年頭にあたり、皆様のご健勝とご発展

を祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせ

て頂きます。
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婦人科ロボット手術を
始めました!!!

産婦人科医長　木須 伊織
立川病院産婦人科では、これまで子宮良

性腫瘍や早期子宮悪性腫瘍に対して腹腔鏡手
術を行っておりましたが、2022年1月より
手術支援ロボット「da Vinci（ダビンチ）
Xi」を用いた婦人科ロボット手術を開始しま
した。北多摩西部地区で初の導入です。
ダビンチを用いたロボット手術は、腹腔

鏡手術と同様に、小さな傷からロボット手術
機器を挿入し、モニターを見ながら手術を行
います。術野の3D画像を拡大して画面に映
し出すことが可能であり、また先端が人間の
手よりも自由に曲がるアームを使用すること
により、従来の手術よりも精密な操作を可能
となる最先端の手術です。

～ロボット手術のメリット～

ロボット手術のメリットは開腹手術に比
べて傷口が小さく、術中の出血量が減少し、
術後の痛みも少ないため、患者さんの早期社
会復帰が期待できます。また拡大視野の中、
これまでの開腹術や腹腔鏡手術でみられた執
刀医や助手の手の震え（手ぶれ）が自動的に
取り除かれ、繊細かつ正確な手術操作が可能
となります。結果として、合併症の軽減、身
体機能温存、入院期間の短縮といった患者さ
んへの負担の軽減につながります。

手術支援ロボット「da Vinci Xi」
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～北多摩西部地区で
唯一の婦人科ロボット手術!!～

現在、東京都でロボット手術を行っている
施設は40施設あり、そのうち16施設が大学
病院です。大変高価な精密機器であるため、
一般病院で購入するのは経営状況を含め、な
かなか至難の業ですが、立川病院では2021
年12月にダビンチXiを導入しました。全国で
ロボット手術を最も行っている診療科は主に
泌尿器科で全体の6割を占め、その次に消化
器外科、胸部外科と続き、婦人科は全体の約
1割程度です。婦人科領域ではまだまだこれ
から期待される新規技術の位置付けであり、
北多摩西部地区での婦人科ロボット手術を
導入している施設はこれまでありませんでし

た。我々、立川病院産婦人科では多摩地域で
最も婦人科腹腔鏡下手術を実施している診療
科でもあり、いち早く最先端技術のロボット
手術にも目をつけ、片井院長を始めとする多
くの方々のご支援により、北多摩西部地区で
初めて婦人科ロボット手術を導入することが
できました！ 院内ではロボット手術導入は
初めての経験であったため、ダビンチ胃切除
の経験豊富な院長の指導のもと、医師、看護
師、医療工学技士、事務員など多職種からな
るワーキンググループを立ち上げ、事前に入
念な打ち合わせや手術シミュレーションを行
い、万全を期してロボット手術導入に挑み、
見事に軌道に乗せることができました!!
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実際の手術を想定してその流れの確認

手術シミュレーションの様子

患者の体位固定の確認
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～当院でのロボット手術を
さらに展開していきます！～

今回当院では婦人科でロボット手術を導
入しましたが、婦人科だけでなく、呼吸器外
科、泌尿器科、消化器外科も着々と導入の準
備を進めております。呼吸器外科でのロボッ
ト手術は全国でも比較的稀であり、さらに泌
尿器科においてはプロクター（指導者）の資
格をもった医師が4月に新たに着任する予定
です。またロボット手術を視野に入れ、昨年
12月には手術室を増設しております。今年

上半期には様々な診療科でロボット手術を展
開していくつもりです！ このように当院で
はさらなるロボット手術導入に向けて、なお
一層尽力を注いでいきたいと思いますので、
近隣の医療機関の先生方におかれましては、
是非、低侵襲手術を希望される患者様のご紹
介を頂けましたら幸甚に存じます。この最先
端医療技術を通じて、当院の病院理念である
患者様への「質の高い、思いやりのある医療
の実践」を引き続き目指していきたいと思い
ます!!

当院のロボット手術の今後の展望
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各診療科部長　ご挨拶・紹介

　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　
　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。また多
くの患者様をご紹介頂き誠
にありがとうございました。
　当科は常勤医６名（宮崎、
飯塚、入江、福井、舩津、黄）
の体制で肺がん・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行なっています。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。
　診療の質を向上させ、地域の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。

呼吸器内科部長　黄　英文

　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、柏崎一男、金子光太郎、宮澤正治、古宮憲一、松下美沙子で食道、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、治療とともに内視鏡的
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などの治療も行っております。ウイルス
肝炎の経口薬による治療、他の肝疾患や肝癌の治療にも取り組んでお
ります。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
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　脳神経内科　
　あけましておめでとうございます。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も多職種の方々、および近隣の医師会のご助力
を得て引き続き行っていきます。コロナの影響で日々の業務に支障が
ないとは言えませんが、業務の効率化のチャンスとも考えられます。
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　
　新年あけましておめでとうございます。
　昨年７月より血液内科医長として着任しました外山高朗と申します。

　当科は地域の先生方より多くのご協力を賜りながら、地域に根ざした
血液内科として診療を続けて参りました。現在は常勤医３名の体制で、
より良い血液内科診療を提供すべく取り組んでおります。
　多摩地域の血液内科医師不足は深刻で、診療体制は逼迫した状況にあり、
患者様の受け入れにあたってはご迷惑をおかけしております。今後も診療
体制の拡充と安定に努めて参りますので、ご指導のほどよろしくお願い
申し上げます。

血液内科医長　外山　高朗

　腎臓内科　
　新年あけましておめでとうございます。
　現在腎臓内科は、常勤医４名体制のもと診療を行っております（二木功治、篠塚圭祐、伊藤智章、中村
健吾）。当科では、「検診異常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、あらゆる腎疾患を扱い精査加療を行っています。「立川CKDネット
ワーク」としての活動も継続しております。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、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

　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ありがとうございました。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、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。ご相談、お困りのことがありまし
たら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。本年４月よりスタッフが増える予定ですので、より柔軟
に対応できると思います。

糖尿病・内分泌代謝内科　医長　矢島　賢
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　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、令和３年４月より平田絢子医師（金曜日、非常勤）、枝元
美緒医師（木曜日、非常勤）２名の体制で外来診療を行っています。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を通じてご紹介頂ければ幸いです。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７名、非常勤医８名の構成で一般外来、血液・
腫瘍、神経、新生児、内分泌代謝、小児心理、循環器、呼吸器、腎臓、食物アレルギー、漢方、予防接種の
各専門外来診療、入院加療、各種検査を行っております。また地域中核二次医療施設として救急医療、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、さらに後方病床としての機能を担ってお
ります。また昨今のコロナウイルスパンデミックに対応し、第二種感染症指定医療機関の機能として年長児
の軽症例の治療にもあたっております。

　同時に立川市唯一のNICU６床・GCU６床を設置し、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す。近年では精神神経
科的介入が必要な母体・新生児、社会的ハイリスクの母体・新生児、コロナ
ウイルス感染母体からの挙児の出生後経過観察等の周産期医療も積極的に
行っております。
　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。（コロナウイルス流行期・小児関
連手術集中期等は若干困難となります。要時、ご相談ください。）
　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。

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。
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
術に加え、最新の治療である血管内塞栓術を開始しました。
局所麻酔にて行うため当日から歩行可能であり、日帰りでの
治療も可能です。リンパ浮腫に対しては、専門医による浮腫
の原因検索を実施し、セラピスト看護師による専門的ケアを
提供できるリンパ浮腫外来での診療に加え形成外科と連携し
リンパ管静脈吻合術も実施可能となりました。下肢動脈疾患
では、患者さんにとって最善の治療が選択できるよう薬物療法、血管内治療も実施しています。 立川病院
血管外科を本年もよろしくお願い申し上げます。 

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。
　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、ESDなどの内視鏡治療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に基づき、患者さん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、患者さんと十分に相談をしながら治療
方針を決めています。また乳房温存手術が出来ない場合には、要望に応じ形成外科と
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。治療中の患者さんの手術
や抗癌剤、他の治療に対しての不安や恐怖を軽減出来るように心掛けながら診療に
あたっています。乳腺外科を本年もよろしくお願い申し上げます。

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。
　コロナ禍の中、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。
　昨年はコロナ対策に留意しつつも通常
診療を滞りなく実施することに注力し、
新たに有能な木下医師の着任の機会を 
得て、完全鏡視下肺癌手術や単孔式鏡視下
手術を導入することが出来ました。その
結果、原発性肺癌を中心に転移性肺腫瘍、
縦隔腫瘍、胸壁腫瘍、気胸など手術数が
大幅に増加し、過去最高の手術数をこなす
ことが出来ました。
　これも地域の医療を支えながら、貴重な
患者様をご紹介いただいた皆様方の努力と
ご支援の賜物と心得ております。あらため
て御礼申し上げる次第です。
　新年も感染対策に手を尽くしながら、ロボット支援手術の導入をはじめ、安全・安心の医療を提供できる
よう、引き続き努力してゆく所存です。
　本年も、引き続きご支援宜しくお願い申し上げます。
　呼吸器外科　常　勤　山本　達也（部長）、木下　智成（医長）
　　　　　　　非常勤　西田　梨紗

呼吸器外科部長　山本　達也
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　整形外科　
　新年おめでとうございます。COVI-19で落ち着きませんが当科は通常診療の維持を心がけ、
連携医の皆様にもかわりなく症例をご紹介いただき、目標の年間手術件数1,200件を達成でき
る見通しです。この１年間は脊椎診療が充実し、まだ治療が確立されていない重度圧迫骨折
や脊椎変形の治療、しびれの残存を防ぐべく神経の不可逆的変化を生ずる前の積極的な外
科治療に取り組むことができました。また念願の肩外来を昨年10月より開始できました。
第２金曜・午後です。ぜひご相談ください。『治療の質は量に比例』の信念のもと2022年度
は1,300件の手術件数をめざします。

整形外科部長　鈴木　禎寿

　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、現在、濱田茉梨子、阿部絵里香の２名体制で診療を行なっております。当科の対象疾患は
多岐にわたり、特にリンパ浮腫、まぶたの疾患（眼瞼下垂症や皮膚弛緩症、睫毛内反症、下眼瞼内反など）、
顔面骨骨折、各科での悪性腫瘍切除後の再建手術などを中心に積極的に行っています。
　リンパ浮腫は原発性と続発性に大別され、本邦では続発性が多く、乳がんや子宮がん、卵巣がん、前立腺
がんなどのがん治療に伴うリンパ節郭清や放射線照射、化学療法に起因します。乳がん手術時にリンパ節郭
清をされた方のうち約10 ～ 20%に、また婦人科系疾患によるがん手術時にリンパ節郭清をされた方のうち
約30 ～ 35%に、浮腫が発症するという報告があります。加えて、放射線治療や特定の化学療法を追加で
行った場合は、その発症率が高くなることがわかっています。当院では、血管外科 秋山芳伸先生（毎週木曜
午前、金曜午前 リンパ浮腫外来）による外来治療に加えて、当科では外科的治療（リンパ管細静脈吻合術、
LVA）とリンパ浮腫外科外来（毎週金曜午前）を行なっています。
　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　
　明けましておめでとうございます。
　当科スタッフ一同、今年も自分自身の健康維持に努め、担当する患者さまの機能回復や目標達成に向け

真摯に取り組んでいきたいと思っております。オミクロン株の拡大が懸念される中です
が、昨年に引き続き更なる感染予防と対策に十分配慮し患者さまにリハビリテーション
医療を提供していきます。
　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　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診で行っています。現在、医師は野村昌弘（部長、専門：
網膜硝子体）、佐々木真理子（医長、網膜硝子体）、伊藤賀一（医員、眼科一般）、矢田長洋（専攻医、眼科一般）
です。網膜剥離、糖尿病網膜症、緑内障等の手術も積極的に施行しています。内眼手術は全例入院で、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３～４か月待ちです。硝子体内注射も行っています。
　早急な手術・処置が必要な疾患、状態の場合はできるだけ速やかに対応していますが、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。
　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　
　明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
　今年もよろしくお願い申し上げます
　昨年より脳神経外科に石原恵理子医師が赴任しております。三叉神経痛、顔面け
いれんの手術・ボトックス治療を得意としております。患者さんがおりましたら、
ご紹介のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
　もう一名の篠田正樹医師は水頭症も専門にしております。高齢者の認知症の原因
となる特発性正常圧水頭症疑いの方のご依頼に加え、かつて先天性・小児水頭症
などで治療された成人の方々の診療も行っております。シャント術後の病状確認
だけでもいたしておりますので、立川病院地域医療連携センターを通じ何なりとお申し付けください。

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の充実したメンバーで益々質の高いケアを目指しています。【産科食の充実】パレスホテル
監修で評判がよく、大変有り難いです。【子宮がんにおける腹腔鏡手術】子宮体がんと子宮頸がんでラパロの
症例が増えました。【ロボット手術】泌尿器科/外科/麻酔科/手術室スタッフと目下準備中です。「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

　精神神経科　
　新年明けましておめでとうございます。
　2021年はCOVID-19の感染拡大により、我々精神科医にも試練の年になりました。
NHKで放送された「精神科病院×新型コロナ」をご覧になった方も多いと思いますが、
相次ぐ精神科病院でのクラスターと専用病床の不足は精神医療を揺るがしました。
首都圏はまだましな方で、地方では病床を準備できず、感染した精神障害者が精神科
病院に多数取り残される事態となりました。精神障害者の身体合併症対応の重要性を
改めて認識いたしました。微力ながら、今後も精神障害者の身体合併症対応に専心
して参ります。

精神神経科部長　桑原　達郎

　皮膚科　
　明けましておめでとうございます。皮膚科は常勤４人体制で、コロナ禍前と変らず、多摩地域の重症、
救急患者さんや皮膚悪性腫瘍を多数受け入れています。昨年はターゲット型紫外線治療器のエキシマライ
トが導入され、局所の難治性皮疹（湿疹、円形脱毛症、白斑など）に対して大変有効な印象を得ています。

また皮膚科領域では近年新規薬剤が次々と登場しており、アトピー性皮膚炎の全身治療
（抗IL ４/13抗体、JAK阻害剤）、乾癬（抗IL17抗体、抗IL23p19抗体など）をはじめ
生物学的製剤が対象となる皮膚疾患の治療は全て当院で可能です。適応のある患者さん
がいらっしゃいましたら、是非ご紹介ください。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
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　耳鼻咽喉科・頭頸部外科　
　新年あけましておめでとうございます。
　昨年度日本耳鼻咽喉科学会が、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会へ名前の変更があったことに伴い、当科の
標榜名も変更いたしました。耳鼻咽喉科・頭頸部外科の常勤医は、本年１月現在、羽生昇部長（耳鼻咽喉科
指導医、がん治療認定医、専門：腫瘍）、富永健裕医長（耳鼻咽喉科専門医、気管食道科専門医、専門：喉頭）、
井澤瞳美医員（耳鼻咽喉科専門医）、文入悠医員の４人体制となっております。
　紹介予約制にご協力いただきありがとうございます。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、身体障害認定（難聴）、にも対応しております。

　手術は耳鼻咽喉科・頭頸部外科全般（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・頭頸部外科　部長　羽生　昇

　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。
　本年は、
１． ロボット支援手術の導入（前立腺がんの根治的前立腺全摘除術、腎がんの腎部分切除術など）
２． 前立腺がんの集学的治療
　　（ア） 予後不良である去勢抵抗性前立腺がんの新規薬剤治療、
　　（イ） 副作用を低減する放射線療法（Space OAR®）
３． 腎がん、腎盂尿管がん、膀胱がんなどの手術、新規分子標的・免疫療法など集学的治療
４． 女性泌尿器科手術（骨盤臓器脱・尿失禁手術、難治性過活動膀胱に対する仙骨神経刺激療法、ボトックス
注入療法など）

５． 尿路結石に対する
　　（ア） 経尿道的・経皮的レーザー同時結石破砕手術＝Endoscopic combined intrarenal surgery （ECIRS）
　　（イ） 性能に定評のあるドルニエ社製 デルタⅡ 体外衝撃波装置による結石破砕が鋭意稼働中
　など、新しい治療を導入して地域の求めに応えられる貢献をしたいと考えております。
　　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

　緩和ケア科（緩和ケアチーム）　
　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。立川病院緩和ケアチームは主治医、外来、
病棟チームとともに患者さん・ご家族をサポートし、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。
一昨年、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」を院外の医療従事者を対象として開催することがで
きませんでしたが、今年は感染予防を徹底し開催を検討しております。
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
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各診療科部長　ご挨拶・紹介

　放射線治療科　
　新年あけましておめでとうございます。
　近年のがん診療では、病気を治す事のみならず、
治療中の生活や治療後の副作用などの考慮も求められ
ています。侵襲が少なく通院も可能な放射線治療は、
高齢者のみならず働く世代にとってもメリットのある
治療です。また医療技術の進歩のお陰で、様々ながんを
放射線治療でも治せるようになってきました。当科で
は院内・院外からの多くの患者さんが来院して放射線
治療を行っており、がんが消えたり、辛い症状が緩和
されたりと、様々な効果が得られています。

　本年もスタッフ一丸となり、
主治医の先生方と連携しながら
患者さんにとって最適な医療を提供してゆきたいと考えていますので、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。
　放射線診断科は、昨春人員削減の憂き目に遭いましたが、本年４月以降は３名から
４名常勤体制への復帰が実現する見通しとなり、これが新春にご披露できる最も明るい
ニュースです。
　我々常勤医は、３T MRI装置 GE社製Signa Architect、dual energy CT装置 GE
社製Discovery CT750 FREEdom Edition、超低被ばくCTを可能とするスーパー
コンピュータVEO、２-room仕様のIVR-CT装置Siemens社製「Miyabi」などを武器に、
骨・軟部放射線診断専門医、核医学診断のスペシャリスト、神経放射線診断専門医
など非常勤の精鋭メンバー達の加勢を受け、中央放射線科診療放射線技師や看護部と手を携え、幅広い領域で、
従前にも増して質の高い画像取得と診断およびIVR治療を心掛けて参ります。

放射線診断科部長　橋本　統

　麻酔科　
　あけましておめでとうございます。
　麻酔科は昨年５月より寺門瞳医師が加わり常勤５名の体制となりました。手術件数の増加に伴い、手術室で
は昨年12月に手術室１室を増室し、全10室で周術期管理にあたっております。また現在はロボット支援手術
の導入に向けて、関連部署と連携し準備も進めております。今後も地域において周術期医療が適切な時期に
安全に提供できますように、感染症対策やその他の種々の状況にも備え努めて参りたいと思います。本年も
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

麻酔科部長　福積　みどり
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　救急科　
　あけましておめでとうございます。
　当院は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。新型コロナの流行に際しては一般救急診療を維持しつつ、新型コロナ疑い地域救急センターとして
救急外来の陰圧診察室にて内科と協力し疑い患者の診療を行っています。救急患者診療では全例でフェース
シールドを含む感染防御を徹底し、迅速抗原検査でのスクリーニングと緊急院内PCR検査を適宜併用し水際
対策とゾーニングに努めています。

　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
対応します。
　本年もどうぞよろしくお願い致します。

副院長・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、本間風花の計４名、また
歯科衛生士３名で１日約60名の診療を行っています。
　新型コロナウイルスの影響で患者様が密にならないように初診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静脈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、口腔扁平苔癬、舌痛症など）
•当院周術期患者の口腔ケア
　本年度も新型コロナウイルス感染の終息の見通しはありません、当院の方針としてウィズコロナを念頭に
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検査を行っています。現在はほぼ通常の診療
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たいと考えています。
　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
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各診療科部長　ご挨拶・紹介

　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、
当院におけるすべての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。当院は日本透析医学会教育関連施設（2022年度より認定施設
へ昇格）、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、透析を必要とされる入院全診療科患者様の透析管理を
行っています。多様な疾患に対して血液透析以外のアフェレーシスも扱います。
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、木下）、呼吸器内科（黄、舩津、福井、入江、飯塚、宮崎）、消化器

外科（亀山〔哲〕、武居、矢作、益田、亀山〔友〕）、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。
　気管支鏡は、今まで、木曜のみでしたが、火曜にも検査枠ができました。
　消化器も超音波内視鏡の導入も検討しております。緊急消化管内視鏡への対応が、
まだ不十分ですが、通常業務の効率化をはかり、応需できるよ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13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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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。

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。
＊予約が無い場合は当日の受診ができない場合がございますので、ご注意ください。

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）
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