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地域密着型急性期総合病院としての自覚
　― 急性期診療の機能充実で
 より信頼される医療機関を目指して ―

ごあいさつ

盛夏の候、皆様ご健勝でお過ごしのこととお喜び申
し上げます。当院では昨年に引き続き“2017診療案
内”を発刊することになり、今回は新たにコメディカ
ル部門も掲載いたしました。当院のスタッフ一同、近
隣の医療機関の皆様と顔の見える医療連携を一層充実
させたいと願っております。是非ともご利用頂ければ
幸いです。
当院は現在22科を標榜する306床の急性期総合病院
で、その中にHCU入院医療管理料１（８床）、小児
入院医療管理料４（20床）、回復期リハビリテーショ
ン病棟入院料２（24床）を有しております。足立区
では数少ない７：１入院基本料を維持し、看護師、看
護補助者、医療秘書を最大限手厚く配置して患者様の
ニーズにお応えしております。また急性期医療を行う
上では宿命となる医療機器の更新も積極的に行い、大
学病院に比べても引けを取らないレベルを維持してお
ります。
今年度は急性期医療の充実を掲げていろいろな取り
組みを行っており、この場を借りてご紹介させていた
だきます。

（１）放射線検査、内視鏡検査、生理機能検査の充実
当院にはCT装置３台、MRI装置、血管造影装置、X
線透視装置を各々２台設置しており、緊急時には即時
に検査・治療が行える一方で、外来での検査予約も７
日前後で可能な状況です。緊急のカテーテル検査・治
療も並列で行うことができ、循環器内科や脳外科では
積極的に救急要請を受け入れております。さらに足立
区では数少ないSPECT装置や放射線治療機器を設置
しており、がん治療や認知症診断に対しても積極的に
取り組んでおります。また上部消化管内視鏡検査と超
音波検査（心臓、腹部、甲状腺、頚動脈）は電話予約
が可能な体制を築きました（結果は後日郵送）。是非
ともご利用いただければ幸いです。

（２）がん診療の充実
呼吸器系、消化器系、腎・泌尿器系、乳腺の悪性腫瘍に

対して迅速かつ適切な検査を施行し、治療も当院で完結で
きる体制をとっております。手術、化学療法、放射線治療の
集学的治療が可能で、外来化学療法室（６床）も設置して
おります。高度な技術を必要とする手術の場合には必要に
応じて日本医科大学からの応援や転院も行っています。

（３）専門性を重要視した診療の充実
当院の内科診療は専門分野に細分化（呼吸器、消化

器、循環器、腎臓、内分泌代謝・糖尿病、血液）され、小児
科・外科診療では専門外来も行っております。専門医によ
る診察や手術の他、近隣地域には無い形成外科や歯科口
腔外科も常勤医が毎日診療を行っております。詳細は各診
療科の紹介ページを参照いただけましたら幸いです。

（４）救急医療の充実
小児科と循環器内科は24時間体制で診療を行っており、

その他に内科系医師と外科系医師も毎日当直しており、脳
外科もオンコール体制をとっております。HCUも８床設置し、
24時間体制で常勤の医師、薬剤師、放射線技師が管理し
ています。救急搬送患者の応需率を少しでもアップし、２次
救急医療機関としての使命を果たしていくつもりです。

日頃の日常診療の中で難渋する症例や、入院加療を必
要とする症例についてはもちろんの事、些細なことでも結
構ですので遠慮なくご紹介・ご相談いただければ幸いで
す。当院の医療連携患者支援センターへ連絡いただけれ
ば迅速に対応いたします。また診療科の医師と直接話をし
た方がスムーズに行くと思われる場合には、診療科別地域
連携担当医表をご覧いただき直接担当医を指名してお話
ください。近隣の医療機関からより信頼される病院を目指
して職員一同精進して取り組んでまいります。今後ともよろ
しくお願いいたします。

博 慈 会 記 念 総 合 病 院

岡 田　憲 明院　長
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ごあいさつ

「博慈会医療連携患者支援センター」は地域医療機関からの患者様の紹介および療養生活にまつわる様々な事
に対する、相談窓口です。患者様をご紹介くださる医療機関との協力体制の充実、連携の強化を更に進めるため、
また、退院や転院、治療継続のために患者様・ご家族が抱える問題に対する相談・支援の充実を図ることを目的
として、平成 28 年 4 月に地域連携室を「博慈会医療連携患者支援センター」に改称し現在活動しております。
居宅介護支援事業所も同フロアになり、組織体制も刷新いたしました。
患者様・ご家族、地域開業医の先生方や医療機関、そして施設・事業所の方々からのご相談やご依頼をお引き
受けいたします。患者様の権利を守り信頼関係を大切にしていきたいと考えておりますので、どうぞご遠慮なく
ご相談ください。

スタッフ
医師1名・退院調整看護師2名・事務員3名・医療ソー
シャルワーカー 8名（1名産休中）で構成されていま
す。本年、4月に医療ソーシャルワーカーを増員し、種々
の相談に対して迅速かつ適切な対応が可能となりまし
た。

博慈会医療連携患者支援センターの業務
• 患者様や、そのご家族の療養面・社会生活面におけ
る問題解決のサポート
• 入院患者様の退院・転院時の相談・指導および紹介
先医療機関との連絡・調整
• 効率的・効果的な病床管理による患者様受入れ態勢
の整備
• 入院患者様の在宅療養相談・指導
• 患者様の入院中のサポート体制の整備
• 紹介元医療機関に対する返書管理
• 紹介元医療機関との連絡・調整
• 医療機関・保健所・福祉施設等への連携業務に関す
る情報提供および広報活動

以上の業務を遂行するために、地域連携の窓口とな
る「医療連携窓口」、あらゆる相談に対応する「医療
福祉相談窓口」、入院から退院までを支援する「入退
院調整窓口」の3つの窓口にわけて配置しております。
地域の皆様の声に耳を傾け、より良い「地域完結型
医療」の形を模索しながら、より一層の努力をしてい
く所存です。

医療連携窓口
医療連携推進のため、医療機関からの患者紹介に関す
るお問い合わせや、ご紹介いただいた患者様のスムーズ
な入院の受入れ等が出来るように対応いたします。外来
患者様でも対応出来るところは支援を行っていきます。

医療福祉相談窓口
入院患者様が、当院での目的の治療を終えた後、地
域でも安心して暮らしていけるように退院支援を行い
ます。具体的には、継続治療・経過観察・リハビリが
必要な方には転院施設を紹介します。また、介護保険
サービス・障害福祉サービス等を利用できるように、
患者様やご家族と一緒に相談しながら支援をしていき
ます。

入退院調整窓口
当院では、平成 28 年 4 月より効果的、効率的に病
床コントロールし、患者様の受入れ体制をスムーズに
するため、病床管理スタッフを配置し関係部署と連携
してまいります。また、退院調整・退院支援も円滑に
進められるように、病棟スタッフと連携してまいりま
す。患者様の入院から退院までのフォローを、関係す
るスタッフと連携して、より良い患者サービスの提供
を目指して業務を行っていきます。

地域完結型医療を目指して

博慈会医療連携患者支援センター
セ ン タ ー 長 　 循 環 器 内 科

田 中　邦 夫
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クローズアップ ～博慈会ER最前線～

24時間365日の救急診療体制で地域医療に寄与します。
当院は、東京都二次救急指定医療機関として、内科系・外科系・循環器内科・小児科の医
師が24時間365日の診療体制で、救急診療や緊急検査・手術に対応しております。
休日・全夜間帯における内科系・外科系の救急診療については、内科系（呼吸器内科・消
化器内科・神経内科・腎臓内科）、外科系（腹部外科・形成外科・脳神経外科・整形外科・
泌尿器科）の専門医が輪番制で救急診療に対応しており、専門医による診療を要する場合は
オンコールにて、専門医による診療・検査・手術を行っております。

救急外来　Emergency Room

東京都CCUネットワーク
2003年（平成15年）に東京都CCU連絡協議会に加盟致し、「東京消防庁（近隣地域の消防局
含む）・東京都医師会・東京都福祉保健局」と連携して、区東北部医療圏ならびに、その近隣地域
における心臓疾患専門治療施設として、急性心血管疾患の専門的治療を担っております。
当院では、CCU・HCUを8床有し、循環器内科医・看護師・臨床工学技士・診療放射線技師が24
時間体制で、カテーテル治療や薬物療法などの専門的治療を行っています。

循環器内科

緊急内視鏡
当院では、週3日（月・水・木曜日）24時間体制で、緊急性を要する消化管内視鏡（上・下部）の適
応患者様に緊急内視鏡の対応をいたしております。
内視鏡室では3台の内視鏡装置を備え、消化器内科医・腹部外科医・救急当番医が連携を取り、

24時間体制で緊急対応しており、そのほか内視鏡担当の看護師・臨床検査技師・臨床工学技士が
オンコールにて対応をいたしております。
現在、週3日間のみではありますが、医師・看護師・医療技術スタッフとの連携を図り、より充実し

た緊急対応の拡充に努めております。

消化器内科・外科

休日・全夜間帯においても口腔外科の救急診療に対応しています！
休日および全夜間帯における口腔外科の救急診療は、現在区内では当院のみ緊急対応をとっ
ており、区東北部医療圏内においても数病院のみの対応となっております。
口腔外科医による24時間の宿日直体制はとっておりませんが、東京消防庁（近隣地域の消防局
含む）・開業医の先生方と連携を図り、オンコール対応にて救急診療を行っておりますので、口腔
外科専門医による診療を必要とされる場合は、救急外来あてにご連絡ください。

歯科口腔外科

東京都脳卒中地域連携パス（ｔ－ＰＡ・血栓回収術実施対応）
2009年（平成21年）に東京都脳卒中急性期医療機関に認定され、「東京消防庁（近隣地域の消

防局含む）・東京都福祉保健局」と連携し、脳卒中発症の疑われる患者様が迅速かつ適切な急性
期治療を受けていただけるよう取り組んでいます。
当院では、脳神経外科医と神経内科医が連携を取り、急性期（t－PA・血栓回収術対応）・慢性期

脳卒中に対応しており、カテーテル治療・開頭手術・薬物療法などの専門的治療を行っています。
また、休日・全夜間帯に専門医が不在の場合は、脳神経外科医がオンコールにて対応いたします。

脳神経外科・神経内科

小　児　科
区内で唯一の小児救急病院として！
過去の報道で小児科医不足についてクローズアップされたころは、当院から約北東部30㎞圏内

（千葉県柏市、埼玉県桶川市あたりまで）の小児救急を日常的に担っておりました。遠方からは
横浜市から来院されたお子様もおられました。今では、各地域の小児救急が整備され、遠方から
救急受診されるお子様は少なくなりましたが、足立区で24時間365日救急診療を行う、入院施設
（小児センター）を有する唯一の小児科として、足立区・川口市およびその周辺地域の小児救急
を担っております。
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本館

5階 病　棟（東5階）

4階 病　棟（東4階）

3階 病　棟（回復期リハビリテーションセンター・
　　　　東3階・北3階A・北3階B）

2階 病　棟（本館2階・HCU/CCU・北2階）、
　　　　手術室、家族控室

1階

診察室
（内科・呼吸器科・呼吸器外科・消化器科・糖尿病内分泌科・循環器科・神経内科・放射線科・整形外科）、総合処置室・
救急外来、X線撮影室、X線ＴＶ室、ＣＴ室、ＭＲＩ室、血管撮影室、RI室、内視鏡室、生理機能検査室、採血室、採尿室、
健康管理センター、事務室、防災管理センター、コインランドリー、コンビニエンスストアー「ローソン」ほか

南館

4階 会議室

3階 人工透析室、薬剤室

2階 小児センター

1階 放射線治療室、CT室、栄養科

別館

3階 リハビリテーション室

2階 診察室（外科・乳腺科、脳神経外科、形成外科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科）

1階 診察室（小児科）、オリーブ薬局、喫茶店（MACHI cafe’）

■フロア案内  
本館

南館

別館

当院の概要

診療科目
内科、呼吸器科、消化器科、糖尿病内分泌科、循環器科、神経内科、腎臓内科、放射線科、小児科、外科、乳腺科、
呼吸器外科、整形外科、脳神経外科、形成外科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、麻酔科、リハビリテーション科、
歯科・矯正歯科・歯科口腔外科

診療受付時間
月曜日～金曜日 午前8時～午前12時・午後1時30分～午後4時
土曜日 午前8時～午前12時
※祝日は救急診療となります。
※急患は、内科系・外科系・循環器内科・小児科の医師が24時間体制で対応いたしております。

面会時間
午後2時～午後8時（日曜・祝日含む）

指定医療
健康保険、国民健康保険（全国）、労災保険、原爆被爆者保険、生活保護法、母体保護法、結核予防法、身体障害者福祉法、
児童福祉法、各種老人医療助成制度

・厚生労働省臨床研修病院
・東京都災害拠点病院
・東京都指定2次救急医療機関
・DPC対象病院
・東京都CCU連絡協議会加盟施設
・東京都感染症診療協力医療機関
・東京都脳卒中急性期医療機関
・日本医科大学特定関連病院
・帝京大学医学部関連診療科病院
・東邦大学医学部関連診療科病院
・鶴見大学歯学部関連診療科病院
・東京大学医学部附属病院連携医療機関

・日本内科学会認定医制度教育関連病院
・日本呼吸器学会関連施設
・日本呼吸器内視鏡学会関連認定施設
・日本消化器病学会認定施設
・日本消化器内視鏡学会指導施設
・日本循環器学会認定循環器専門医研修施設
・日本不整脈心電学会認定不整脈専門医研修施設
・日本心血管インターベーション治療学会研修関連施設
・日本外科学会外科専門医制度修練施設
・日本消化器外科学会認定施設
・日本大腸肛門病学会認定施設
・日本整形外科学会専門医研修施設

・日本脳神経外科学会専門医訓練施設
・日本形成外科学会教育関連施設
・日本放射線腫瘍学会認定協力施設
・日本医学放射線学会放射線科専門医修練機関
・日本麻酔学会麻酔科認定病院
・日本眼科学会専門医制度研修施設
・日本泌尿器科学会泌尿器科専門医関連教育施設
・日本口腔外科学会認定研修施設
・日本老年医学会認定施設
・日本病院会人間ドック指定施設
・救急救命士再教育病院（気管挿管実習病院）

■施設指定・研修指定  
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・保険外併用療養費
・７対1入院基本料（地域加算１級地）
・超急性期脳卒中加算
・診療録管理体制加算１
・医師事務作業補助体制加算１
・急性期看護補助体制加算1
・夜間50対１急性期看護補助体制加算
・看護職員夜間配置加算
・夜間看護体制加算
・療養環境加算
・ハイケアユニット入院医療管理料1
・医療安全対策加算１
・感染防止対策加算１
・感染防止対策地域連携加算
・患者サポート体制充実加算
・退院支援加算
・回復期リハビリテーション病棟入院料
・短期滞在手術等基本料1
・データ提出加算
・小児入院医療管理料４（プレールーム加算）
・歯科外来診療環境体制加算

・高度難聴指導管理料
・糖尿病合併症管理料
・がん性疼痛緩和指導管理料
・院内トリアージ実施料
・外来放射線照射診療料
・がん治療連携指導料
・肝炎インターフェロン治療計画料
・薬剤管理指導料
・医療機器安全管理料１
・抗悪性腫瘍剤処方管理加算
・外来化学療法加算１
・補綴物維持管理料（歯科）
・無菌製剤処理料
・透析液水質確保加算２
・処置の休日加算１、時間外加算１、及び深夜加算１
・検体検査管理加算１
・検体検査管理加算２
・多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術
・コンタクトレンズ検査料１
・時間内歩行試験
・補聴器適合検査

・小児食物アレルギー負荷検査
・CT透視下気管支鏡検査加算
・画像診断管理加算２
・CT撮影及びMRI撮影
・冠動脈CT撮影加算
・心臓ＭＲＩ撮影加算
・脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）
・運動器リハビリテーション料（Ⅰ）
・呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ）
・がん患者リハビリテーション料
・ 脳刺激装置植込術及び交換術、脊髄刺激装置
植込術及び交換術
・ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術
・大動脈バルーンパンピング法（IABP法）
・手術の休日加算１、時間外加算１、及び深夜加算１
・ 胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡
下胃瘻造設術を含む）
・胃瘻造設時嚥下機能評価加算
・輸血管理料２
・麻酔管理料１
・病理診断管理加算1

■施設基準  

▲待合ホール

救急外来

▲

1階 内科、呼吸器科、呼吸器外科、消化器科、糖尿病内分泌科、
循環器科、神経内科、放射線科、整形外科、
総合処置室・救急外来、健康管理センター

外来（診療科目：22科）

常に患者さま第一の基本姿勢で、各医科大学と連携を図り22科の専
門外来を設置し、心のこもった高度な医療を提供しております。医
師会をはじめ、近隣の病院、診療所との地域連携を密にして、地域
の基幹病院としての役割を担っております。
また、「予約診療システムや診察待合表示システム」を導入し、ス
ムーズな診療と待ち時間の短縮に努めております。

■外来  

■本館・診療科のご案内  

▲博慈会記念総合病院（本館）
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▲2階待合室▼

2階 外科、乳腺科、脳神経外科、
形成外科、泌尿器科、眼科、
耳鼻咽喉科、皮膚科

1階 小児科

診療予約システムのご案内
小児科外来では、インターネットおよび自動音声電
話システムによる、診療予約受付を行っております。
「当院初診の患者さま、専門・特殊外来、乳児健診、
予防接種」の予約につきましては、ご利用いただけ
ませんので、詳しくは受付窓口の職員にお尋ねくだ
さい。

喫茶店内には、診療待合表示システム
が設置されていますので、ティータイム
をお楽しみながら、診療の順番を確認
いただけます。 ▲自動精算機

▲博慈会記念総合病院（別館）

▲小児科待合室

喫茶店（MACHI cafe’） ▼

▲北病棟特別室
▲北病棟談話コーナー（右側）
　本館と別館を結ぶ空中歩廊（左奥側）

本館病棟は、一般病棟が262床（本館2階・HCU/CCU・東3階・東4階・
東5階・北2階・北3階）、回復期病棟が24床（西3階）となっておりま
す。また3階南側は、南館と空中歩廊で連結されており、人工透析や放射
線治療へ、3階東側は、別館と空中歩廊で連結されており、リハビリテー
ション室や外来診察室などへの移動が、院内で往来いただけるようになっ
ております。
また、北病棟3階には、特別室2室をご用意しております。

■本館（東病棟・西病棟・北病棟）  

■別館・診療科のご案内  

入院（許可病床数：306床）
入院されている患者さまが快適に生活していただけるように、コミュニケーションを大切にしています。そのため、スタッフス
テーションはいつでも気軽にお声をかけていただけるオープンタイプになっています。また、食事や寝具など療養環境に心を配
り、病棟全体の明るい雰囲気づくりや、人間的なあたたかな心のふれあいを大切にしています。
さらに、安心して治療に専念していただくため、いたわりと愛情のある診療・看護に努め、患者さまが一刻も早く健康を回復して
社会復帰ができるように、スタッフ一同万全な医療体制で取り組んでいます。

▲談話コーナー（東病棟）
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▲スタッフステーション▲浴室

▲スタッフステーション

▲プレイルーム
　アメニティーの充実したプレイルームです。
　 当センターの管理保育士と保育士が、ご入院されてい
るお子さまをお預かりいたしております。

▲スタッフ紹介
　 スタッフステーション横には、小児セン
ター職員のプロフィールをご紹介して
おります。

▲病室▼

▲フロアー
　 扉や壁には、動物やキャラクターのイ
ラストがデザインされています。

小児センターは、20床の一般病棟となっております。
また、3階フロアーからは、本館への連絡通路（空中歩廊）で連結されており、入院患者さまが外来診察室や各種検査室などへの
移動が、院内で往来できるようになっております。

西3階に位置し、24床の回復期リ
ハビリテーション病棟となってお
ります。脳血管疾患の患者さまに
対して、ADL向上による寝たきり
の防止と家庭復帰を目的としたリ
ハビリテーションを集中的に行う
病棟になっております。

■南館（小児センター）  

■本館（回復期リハビリテーションセンター）  

付帯設備・付属施設等

■手術  ■人工透析  
手術部門では、外来および入院患者さまの定期手術のほか、24
時間体制で緊急の手術にも対応しております。
手術室は計4室を有し、とくに感染防止対策などの衛生面や手
術の効率性を重視された設計となっており、患者さまに安全で
質の高い医療が提供できるよう努めております。

人工透析室では、医療安全対策を積極的に取り組んでおります。
患者さまが安心して人工透析を行っていただけるよう、合併症
防止対策として、透析液や管理体制等の安全対策を講じており、
「透析液水質確保2」の施設基準を取得しております。
また、3階フロアーからは、本館への連絡通路（空中歩廊）で連結
されており、人工透析をされる入院患者さまが病室と人工透析
室までの移動が、院内で往来いただけるようになっております。

▲手術室フロアー

▲手術室
▲手術室入口

▲人工透析室

▲南館と本館を結ぶ空中歩廊
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健康管理センターでは、総合病院ならではの特質を活かし、各分野の専門スタッフと
最新鋭の設備を備え、皆さまの健康を様々な角度から「懇切・丁寧」にチェックし、
生活習慣病や病気の早期発見に努めております。

病理診断センターでは、病理専門医によって高度な手術に必要となる術中迅速病理診断を常時行っております。また、院内外の病
理組織診断、細胞診断など様々な病理診断を行える体制で取り組んでいます。

1965年（昭和40年） 3月 •財団法人博慈会設立
1966年（昭和41年） 8月 •老人病研究所附属病院開設110床（現博慈会記念総合病院）
1968年（昭和43年） 4月 •東京都二次救急指定の告示を受ける
1972年（昭和47年） 9月 •本館増改築工事竣工　　•本館東棟竣工（230床）
1977年（昭和52年）12月 •中央館竣工、総合病院に承認される
1978年（昭和53年） 1月 •老人病研究所附属病院を「博慈会記念病院」に改称
1979年（昭和54年） 3月 •看護婦養成所実習施設として承認される
1981年（昭和56年） 8月 •旧博愛ホームを改修し、3号館が竣工（許可病床377床となる）
1991年（平成 3年） 1月 •博慈会記念病院を「博慈会記念総合病院」に改称

4月 •臨床研修病院に指定される
2003年（平成15年） 7月 •東京都CCU連絡協議会に加盟（通称CCUネットワーク）

11月 •東京都感染症外来協力医療機関に指定される　　•救急救命士再教育実施医療機関として指定される
2004年（平成16年） 4月 •博慈会記念総合病院の本館西棟が新築竣工（東京都医療施設近代化施設整備事業）
2005年（平成17年） 2月 •災害拠点病院として指定される

4月 •博慈会記念総合病院の本館東棟が新築竣工（許可病床341床となる）（東京都医療施設近代化施設整備事業）
2009年（平成21年） 1月 •東京都脳卒中急性期医療機関に認定される　　•DPC対象病院に認定される
2012年（平成24年） 3月 •博慈会記念総合病院の南館が新築竣工（東京都医療施設耐震化緊急整備事業）
2013年（平成25年） 3月 •博慈会記念総合病院の本館（北棟第1期）が新築竣工（東京都医療施設耐震化緊急整備事業）

4月 •公益法人制度改革に則り、法人登記を「一般財団法人博慈会」に改称
10月 •日本医科大学の「特定関連病院」に認定される

2014年（平成26年） 3月 •博慈会記念総合病院の別館が新築竣工
•博慈会記念総合病院の本館（北棟第2期）が新築竣工（許可病床306床となる）（東京都医療施設耐震化緊急整備事業）

2015年（平成27年） 4月 •「脊椎•人工関節センター」ならびに「病理診断センター」を開設
2016年（平成28年） 6月 •回復期リハビリテーションセンターを開設（西3階病棟）
2017年（平成29年） 2月 •東京大学医学部附属病院連携医療機関として登録

▲健康管理センター入口

●人間ドック
日帰りコース（1日）、
宿泊コース（1泊2日）、脳・血管ドック
肺ドック、心・血管ドック
歯科・口腔外科ドック

●事業所健診
地域事業所の従業員の方を対象に、労働安
全衛生法で定められた検査のほか、従業員
の方の作業内容や作業環境を考慮した健
康診断を行っております。

▲タイムズ／一般財団法人博慈会総合駐車場

▲送迎用バス ▲救急車

▲コインランドリー

▲コンビニエンスストアー（ローソン）

▲喫茶店（MACHI cafe’）

博慈会記念総合病院　沿革（抜粋）  

■健康管理センター  

■病理診断センター  

■その他の設備・施設  
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診察・検査のご依頼（紹介）に関するご案内

診察に関するご連絡

● 診察ご連絡 
　　※ 当院では予約制の診療科もありますが、ご予約されていない場合でも対応させていただきますので、

受付時間内にご来院くださいますようご案内をお願いいたします。
　　※ 来院時に情報提供書を持参していただきますと、受付での待ち時間も短縮できます。
　　　簡易的な書式で結構ですので、患者様にお渡しいただけますようお願いいたします。

● 当日の緊急受診・入院依頼 
紹介元の先生よりご連絡ください。

博慈会医療連携患者支援センター（医療連携窓口）にご連絡ください。

直通TEL：03－5647－1501　／　不在の場合　代表03－3899－1311

　　 　患者氏名・年齢、性別、病状等をお伺いした後、空床確認およ
び医師への相談を行い、すぐにお返事をいたします。

　　•当院医師に電話をお繋ぎすることも可能です。
　　• 直接担当医師とお話していただき、内容をお伝えください。手

術や検査で対応できない場合などを除き、原則お引き受けする
ように努めております。

　　• 各診療科の地域連携担当医は、診療案内の各診療科のページ
ならびに連携担当医一覧に記載しておりますので、ご確認の
ほどよろしくお願いいたします。

　　 　患者様に紹介状を渡していただき、正面玄関を入って左側の事務室「①新患受付」までお越しくだ
さるようお伝えください。

　　※ なお、ご面倒ではありますが、FAX予約診療受付票兼案内表にご記入のうえ、事前に医療連携窓口
あてにFAXを賜りたくお願い申し上げます。

▲博慈会医療連携患者支援センター

▲待合ホール（受付窓口左側）
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放射線に関するご依頼（紹介）

放射線科検査依頼（電話予約）について
● 当院で対応可能な放射線検査 

検　査　名
MRI検査 単純MRI、造影MRI、MRCP、MRA

CT検査 単純CT、造影CT、CTA、CTP、DIC-CT、3DCT

断層撮影検査（各部位）

核医学検査
（シンチグラフィー）

ガリウムシンチ、タリウムシンチ、骨シンチ、心筋血流シンチ、
脳血流シンチ、肺換気血流シンチ、甲状腺シンチ、出血シンチ、
腎血流シンチ、肝脾シンチ、RIアンギオグラフィー

マンモグラフィー検査

骨密度検査

上部・下部消化管造影検査

● 予約手順 

　（１）予約専用電話で検査の日時を決定する－予約専用電話　03－3896－0606
　（２）診療情報提供書（放射線検査依頼書）に記載する
　（３）診療情報提供書（依頼書）を予約FAXに送る（検査前日まで）－予約FAX　03－6863－3111
　　　　事前にカルテを作成しますので。患者様の待ち時間の短縮が可能になります。
　（４）問診表、同意書、造影　問診表の記載と署名
　　　　・CT検査問診表、同意書については造影が必要な方のみ署名が必要。
 造影しない場合、同意書は不要。
　　　　・MRI検査・造影問診表については造影が必要な方は問診と署名。
 造影無しの方も注意事項に対する署名が必要。
　　　　・RI検査説明、同意書については必要な検査項目にレ点チェック。
 患者様に説明後署名が必要。
　※ 可能であれば問診、同意書はその場で記入いただき、診療情報提供書（依頼書）一部と一緒に博慈会
の封筒に同封のうえ、患者様にお渡しください。

　　 その場で問診、同意書が記入できない場合は自宅で記入していただき、検査予約日に必ず持参してく
ださい。

● 検査結果 
　　検査結果は、放射線科医師が読影し所見ならびに画像データCDを一週間程度でお送りいたします。

放射線治療について
　毎週水曜日午後と土曜日午前に日本医科大学の能勢教授による外来診察があります。
　その際に診療情報提供書を持参のうえ、受診してください。
　なお緊急を要する場合や、放射線検査依頼、放射線治療に関することでご不明な点がございましたら放
射線科あてに連絡をお願いいたしします。

博慈会記念総合病院　放射線科：TEL　03－3899－1311（内線1241）
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超音波検査・内視鏡検査のご依頼（紹介）

超音波検査・上部消化管内視鏡検査依頼（電話予約）について
● 当院で対応可能な検査 

　（１）超音波検査

　　　　頚動脈超音波検査、甲状腺超音波検査、腹部超音波検査、心臓超音波検査

　（２）上部消化管内視鏡検査（経鼻内視鏡も可能）

● 予約手順 
　（１）予約専用電話で検査の日時を決定する－予約専用電話　03－5837－5711
　（２）診療情報提供書（生理機能検査・上部消化管内視鏡検査依頼書）に記載する。

　　　　　依頼する検査名にレ点チェックする。

　　　　　検査目的・患者情報を記入する。

　（３）診療情報提供用書（依頼書）を予約専用FAXに送信（検査前日までに）する。

　　　　（予約専用FAX　03－5837－5772）
　　　　　事前にカルテを作成いたしますので、患者様の待ち時間が短縮されます。

　（４）上部消化管内視鏡検査の場合

　　　　　①問診票・同意書の記載と署名－患者様に説明後署名が必要です。

　　　　　　　 可能であれば問診票・同意書はその場で記入頂き、診療情報提供書（依頼書）の一部と一

緒に博慈会の封筒に同封のうえ、患者様にお渡しください。

　　　　　　　 その場で問診票・同意書が記入できない場合は自宅で記入して頂き、検査予約日に必ず持

参してください。

　　　　　②感染症の採血

　　　　　　　 検査予約日に感染症の採血（HBs抗原、HCV抗体、梅毒検査RPR/TRHA）を行っていた

だき、結果が判明され次第、予約専用FAXに送信をお願いします。

　　　　　　　（予約専用FAX　03－5837－5772）
　（５） 患者様へ予約日・予約時間を記入した生理機能検査予約票もしくは上部消化管内視鏡検査予約票

をお渡しください。

　（６）検査結果の送付

　　　　　 検査結果につきまいては、担当医師の所見・画像を1週間程度でお送りいたします。上部消化管

内視鏡検査にて生検した場合は2週間程度かかります。生検した場合は、検査当日患者様にご説

明いたします。

ご不明な点があれば下記に連絡をお願いいたします。

博慈会記念総合病院　生理機能検査室・内視鏡検査室
TEL：03－3899－1311（内線1262）
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呼吸器内科

外来担当表

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 竹中
都築 榊原 都築 竹中

井上 田中 菅野

午後 － － － － － －

地域連携担当医（入院のご紹介ならびに相談）

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 榊原 竹中 竹中 榊原 榊原 竹中

午後 竹中 竹中 竹中 竹中 榊原 －

副院長 竹中　圭
資格・その他
日本呼吸器学会専門医
日本呼吸器内視鏡学会専門医・指導医
日本内科学会認定内科専門医
日本がん治療認定医機構認定医・暫定教育医

部長補佐 榊原　桂太郎
資格・その他
日本呼吸器学会専門医
日本内科学会認定内科医
日本医師会認定産業医

■医　員 都築　早美 日本内科学会認定内科医

■非常勤 井上　達哉 木曜日午前・呼吸器外科担当

■非常勤 田中　徹 金曜日午前・呼吸器内科担当

■非常勤 菅野　哲平 土曜日午前・呼吸器内科担当

スタッフ

平成28年度　診療実績
外来患者数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥863件／月
外来初診患者数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥135例／月
入院患者数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥400例／年
疾患別入院患者
　肺炎・急性気管支炎‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥143例
　肺癌‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 81例
　COPD ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40例
　間質性肺炎‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 31例
　気管支喘息‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20例
　気胸‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14例

在宅酸素療法患者数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 78例
気管支鏡検査‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 64例

肺炎・慢性閉塞性肺疾患・肺癌等の呼吸器疾患全般
にわたり専門診療を行っております。肺癌診療に関し
ては診断から治療まで対応します。放射線科と連携し
てCT、MRI、RI の画像検査、気管支鏡検査による生
検、CTガイド下肺生検を施行しており、肺癌治療に
おいては抗がん剤による化学療法・放射線治療を行っ
ております。手術症例につきましては日本医科大学付
属病院呼吸器外科・帝京大学附属病院呼吸器外科と連

携して対応しております。慢性呼吸不全患者に対して
は在宅酸素療法、在宅マスク型人工呼吸管理を行って
おり、リハビリテーション科と連携して呼吸リハビリ
テーションを行います。呼吸器系機能障害による身体
障碍手帳申請に必要な診断書作成も可能です。
当院は日本呼吸器学会関連施設・日本呼吸器内視鏡
学会関連認定施設に指定されております。

特 色
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消化器内科

院　長 岡田　憲明
資格・その他
日本内科学会総合内科専門医
日本消化器病学会指導医
日本消化器内視鏡学会専門医

部　長 長田　祐二
資格・その他
日本内科学会総合内科専門医
日本消化器病学会指導医
日本消化器内視鏡学会指導医
日本肝臓学会認定専門医

■部長補佐滝　保彦
日本内科学会認定内科医
日本消化器病学会専門医
日本消化器内視鏡学会専門医
日本肝臓学会認定専門医

■医　長 濱本　達彦
日本内科学会認定内科医
日本消化器病学会専門医
日本消化器内視鏡学会専門医
日本消化管学会胃腸科認定医

■医　員 安良岡　高志
日本内科学会認定内科医
日本消化器病学会専門医　
日本消化器内視鏡学会専門医
日本肝臓学会認定専門医

■医　員 片岡　宏章 日本内科学会認定内科医

スタッフ

平成28年度　診療実績
上部消化管内視鏡‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2,117件
胃EMR ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3件
ESD ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1件
内視鏡的食道静脈瘤結紮療法・硬化療法‥‥ 26件
内視鏡的止血術‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16件
胃瘻造設術‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20件
胃瘻交換術‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 72件
大腸内視鏡‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥774件
大腸EMR ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥214件

バルーン拡張術‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3件
ERCP ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 66件
胆管ステント留置‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9件
経皮的ラジオ波焼灼療法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3件
C型肝炎に対する抗ウィルス療法
　ハーボニー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24例
　ソバルディ＋レベトール‥‥‥‥‥‥‥‥ 22例
　エレルサ＋グラジナ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1例

外来担当表

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前
岡田 長田 岡田 安良岡 岡田 濱本

濱本 滝 滝 片岡 長田 安良岡

地域連携担当医（入院のご紹介ならびに相談）

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 滝 岡田 滝 長田 滝 長田

午後 滝 長田 滝 長田 滝 長田

上部消化管内視鏡担当

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 米澤
(非常勤) 安良岡 片岡 長田 濱本 滝

大腸内視鏡担当

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午後 米澤
(非常勤)

小林
(非常勤) － 馬來

(非常勤) － －
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血液内科

外来担当表

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 － － － 山中 － －

午後 － － － － － －

　日本医科大学血液内科より血液内科の専門医が非常
勤で週１回診療を行っております。採血データ、外来
での迅速血液像や骨髄穿刺検査、放射線検査（生理
機能検査）などから診断並びに加療を行ってまいりま
す。入院精査加療が必要な場合には日本医科大学付属
病院を中心に紹介しております（緊急入院の対応も可
能）。以下のような症状がある患者様や、採血データ
の異常がある方はぜひご紹介ください。

● 貧血症状（動悸、息切れ、目眩・ふらつき）
● 出血傾向（紫斑、点状出血、止血困難な歯肉出血や
鼻出血）
●  表在リンパ節の腫脹（無痛性・硬結・可動性なし）
●  巨大脾臓腫大
●  採血データ（例として）
　　白血球、赤血球、血小板の増多または減少
　　血球分画での異常（異常リンパ球など）
　　免疫グロブリンの著増、高カルシウム血症など

特 色

当院は日本消化器内視鏡学会指導施設、日本消化器
学会認定施設、東京都肝臓専門医療機関として地域医
療に対する貢献はもとより後進の指導も行っておりま
す。また足立区ではまだ数が十分とは言えない肝臓専
門医療機関として当初から認定され、C型慢性肝炎に
対するインターフェロン療法から始まり現在の抗ウィ
ルス薬を用いたインターフェロンフリーの治療を数多
く行っております。Ｂ型肝炎に対する抗ウィルス療
法、肝障害の身体障害者の認定も行っております。肝
細胞癌の治療としては経皮的ラジオ波焼灼療法、放射
線科による TAE、緩和ケアとしての放射線療法も可
能となっております。
進行食道がんに対する放射線化学療法、進行胃癌・大

腸癌に対する化学療法も外科と連携し行っております。
膵胆道疾患に対しては、ERCP・MRCPによる検
査は比較的待機期間なく施行できます。同時に胆道ド
レナージ、内視鏡的乳頭切開術・バルーン拡張術を数
多く施行しております。緩和的な胆道ドレナージは経
皮ルートおよび経乳頭ルートで施行可能です。
上部消化管内視鏡は常時行っており、大腸内視鏡は
週 3回の体制にしております。
　上部消化管内視鏡検査は電話予約が可能になりまし
たのでご利用ください。
日常診療でお困りのことがございましたら一度ご相
談いただければ幸いです。

特 色

■非常勤 山中　聡 日本医科大学付属病院血液内科

スタッフ

地域連携担当医（入院のご紹介ならびに相談）

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 － － － 山中 － －

午後 － － － － － －

※担当医不在時や、その他ご相談などがありましたら、院長の岡田までご連絡ください。
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循環器内科

当科は24時間体制で医師が常在しているため、時間外であっても緊急の診療はいつでも受け付けております。

外来担当表

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前

田中
（邦） 平澤 澁谷 田中

（邦） 平澤 笹本

－ 合田 － － － －

地域連携担当医（入院のご紹介ならびに相談）

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 合田 田中
(邦)

田中
(邦) 合田 澁谷 平澤

午後 合田 平澤 田中
(邦) 澁谷 平澤 澁谷

博慈会医療連携患者支援センター
センター長 田中　邦夫

資格・その他
医学博士
日本内科学会認定内科医・指導医
日本循環器学会専門医
日本集中治療医学会関東甲信越地方会評議員
日本心血管インターベンション学会専門医・指導医・
関東甲信越地方評議員
厚生労働省臨床研修指導医

部　長 平澤　泰宏

資格・その他
医学博士
日本医科大学付属病院  循環器内科  非常勤講師
日本内科学会認定内科医
日本循環器学会専門医
日本不整脈心電学会認定不整脈専門医

■医　員 澁谷　淳介 日本内科学会認定内科医

■医　員 合田　浩紀 日本内科学会認定内科医

■テクニカル
アドバイザー 朝倉　靖

日本内科学会認定内科医
日本循環器学会専門医
日本心血管
　インターベンション学会専門医

■非常勤 笹本　希 土曜日午前担当

スタッフ

平成28年度　診療実績
心臓カテーテル検査‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥315件
PCI ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 98件
末梢カテーテル検査‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 63件
末梢血管治療‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40件

下大静脈フィルター挿入‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2件
カテーテルアブレーション‥‥‥‥‥‥‥‥ 24件
ペースメーカー植え込み‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13件
ジェネレーター交換‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8件

● 経皮的冠動脈形成術を中心とした虚血性心疾患（狭
心症・急性心筋梗塞）の治療
　　 積極的にカテーテル治療を取り入れており、心臓
カテーテルの世界ではご高名な朝倉医師を迎え
て、冠動脈狭窄の難しい症例に対しても積極的に
カテーテルによる治療を行っております。

● 徐脈性不整脈に対する恒久的ペースメーカー植え込
み、心房・心室性頻拍に対するカテーテルアブレー
ションなどの不整脈治療、心房細動に対するカテー
テルアブレーションや薬物療法
● 呼吸困難症状を主訴とした心不全に対する薬物療法
●  弁膜症の重症度評価、心エコーやカテーテル検査に
より外科手術の時期を適切に判断

●  下肢の閉塞性動脈硬化症を中心とした末梢血管のカ
テーテル・ステント治療
●  肺塞栓症・静脈血栓症に対する抗凝固療法、下大静
脈フィルター治療

特 色

気になる症状がおありの方は、

いつでも外来へのご紹介、受診をして

頂きたいと思います。
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外来担当表

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 岡田 － 岡田
小野瀬 － 岡田 非常勤

午後 － － 小野瀬 － － －

地域連携担当医（ご紹介ならびに相談）

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 岡田 岡田 岡田 － 岡田 －

午後 岡田 岡田 岡田 岡田 岡田 岡田

院　長 岡田　憲明
資格・その他
日本内科学会総合内科専門医
日本内分泌学会専門医

■非常勤 小野瀬　裕之
日本内科学会総合内科専門医
日本内分泌学会指導医、専門医
日本糖尿病学会専門医
日本甲状腺学会専門医

■非常勤 他１名
日本内科学会総合内科専門医
日本内分泌学会指導医、評議員
日本糖尿病学会専門医

スタッフ

平成28年度　診療実績
外来総患者数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥約840人／月
外来初診患者数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥168人／年

入院患者数
　糖尿病関連‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 75人／年
　　（うち糖尿病性ケトアシドーシス－16人）
　甲状腺関連‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8人／年
　　（バセドウ病－5人）

糖尿病診療は週 2 回の糖尿病専門医（非常勤）に
よる専門外来と、週 3 回の院長外来で行っておりま
す。糖尿病の診断や治療に加えて、糖尿病性合併症
の評価（眼底検査、尿中微量アルブミン、神経伝導
速度など）ならびに動脈硬化の評価（頚動脈超音波、
ABI など）も随時施行しております。合併症が認め
られる患者さんについては、他科と併診することで
切れ目のない治療を行っております。さらに糖尿病
療養指導士による栄養指導、看護師によるインスリ
ン自己注射の指導などを行っております。
糖尿病の入院治療は、膵臓からのインスリン分泌
能やインスリン抵抗性の評価、糖尿病による合併症
の有無の検査、糖尿病に合併しやすく糖尿病を悪化
させやすい脂質異常症、高血圧の評価を行います。
徹底した食事療法に合わせて、患者さんのライフス
タイルに合わせた治療法を選択し、退院後も継続可
能な治療を目指しています。入院中は当院の糖尿病
療養指導チームの糖尿病専門医、看護師、栄養士、
薬剤師が全ての糖尿病患者さんを対象に糖尿病教室
を行っており、糖尿病に対する知識や生活習慣の向
上を図っております。

　食事療法を中心とした教育入院の症例、多剤内服
でもコントロール不良（HbA1c>8%）でインスリ
ン導入が必要な症例、インスリン投与中でもコント
ロール不良（HbA1c>8%）でインスリンの種類や
投与量の変更が必要な症例、シックデイなどで糖尿
病ケトアシドーシスに陥った症例など随時入院可能
です。ご紹介よろしくお願い致します。
内分泌疾患の診療は、甲状腺疾患や副腎疾患を中
心に行っております。甲状腺疾患は自己免疫性甲状
腺疾患（バセドウ病、橋本病など）の診断や加療、
甲状腺腫瘍の診断（必要に応じ超音波下吸引細胞診）
を中心に行っております。バセドウ病や橋本病で状
態のよくない患者様は入院加療を行っております。
副腎疾患については内分泌的高血圧疾患（クッシン
グ症候群、原発性アルドステロン症、褐色細胞腫な
ど）、腹部CT などでたまたま発見された偶発性副腎
腫瘍、副腎皮質機能低下症の診断、加療を行ってお
り、必要に応じ大学病院などの専門の医療機関に紹
介を行っております。日常診察の中で不安な点があ
りましたら是非ともご紹介いただければ幸いです。

特 色

糖尿病・内分泌内科
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神経内科

外来担当表

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 駒場 有井 酒巻 松本 駒場 藤澤

午後 － － 酒巻 － 駒場 －

地域連携担当医（ご紹介ならびに相談）

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 駒場 駒場 駒場 駒場 駒場 －

午後 駒場 － 駒場 駒場 駒場 －

部　長 駒場　祐一
資格・その他
日本内科学会認定内科医
日本内科学会総合内科専門医
日本神経学会専門医
日本脳卒中学会専門医・評議員
日本脳循環代謝学会評議員

■非常勤 有井　孝子 日本内科学会総合内科専門医
日本神経学会専門医

■非常勤 松本　典子
日本内科学会認定内科医
日本神経学会専門医
日本脳卒中学会専門医・評議員
日本神経超音波学会評議員

■非常勤 酒巻　雅典
日本内科学会総合内科専門医
日本神経学会専門医
日本脳卒中学会専門医
日本脳循環代謝学会評議員
日本頭痛学会専門医

■非常勤 藤澤　洋輔

スタッフ

平成28年度　診療実績
延べ外来患者数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14,148症例
新患数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1,734症例
脳梗塞‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3,814症例
脳出血‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥743症例

頭痛‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥704症例
偏頭痛‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥399症例
認知症‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥240症例
 他

脳卒中を中心に、認知症疾患、神経変性疾患などの
幅広い神経内科疾患の治療を行っています。
● 脳血管障害（脳卒中）：急性期脳卒中診断には迅
速なMRI検査で対応しています。また、急性期脳
卒中治療につきましては脳外科と連携を取り対応
（t-PA治療ならびに血栓除去術が可能）をとって
います。慢性期脳卒中に対しては、リスク管理に万
全の対応をとるように心がけています。
● 認知症疾患：アルツハイマー病をはじめとする認知
症疾患の診断にはMRIにおける脳萎縮の程度の評価 
だけでなく、SPECTによる脳循環のパターンをみ

ることが重要とされています。当院ではSPECTを
用い認知症疾患の鑑別をより確かにして、治療を開
始しています。
● 神経変性疾患：パーキンソン病、ハンチントン病、
脊髄小脳変性症、筋萎縮性側索硬化症など多くの神
経難病が含まれます。当院ではパーキンソン病の
診断にDATscanが導入され診断がより確実になっ
てきています。脊髄小脳変性症につきましてMRI、 
脳血流SPECT等欠かせない診断器具にて診断をし
ています。その他、筋疾患、重症筋無力症の治療、
末梢神経障害の診断治療も行っています。

特 色
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地域連携担当医（入院のご紹介ならびに相談）

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 大辻 大辻 大辻 － 大辻 大辻

午後 大辻 大辻 大辻 － 大辻 －

外来担当表

平成28年度　診療実績
入院患者総数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥110名／年
手術実績‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32名／年

　当科では急性期の腎機能障害に対する原因精査から
末期の腎機能障害に対する透析導入まで腎疾患全般に
ついて診療しています。
急性期の腎機能障害が疑われる場合には当科にて腎
生検も施行しています。診断後の加療や外来でのフォ
ローも行っています。透析導入になる場合には当科で
ブラッドアクセスの作成も行っています。透析導入後
は博慈会腎クリニックや近隣の透析クリニックと連携
して外来維持透析へ移行しています。

※ 腎臓内科の外来は博慈会腎クリニックにて行っ
ています。外来受診をご希望の場合には博慈会腎
クリニックにお声をおかけください。

特 色

腎臓内科

医　員 大辻　弘朗
資格・その他

スタッフ
博慈会腎クリニック

院　長 大沢　弘和
資格・その他
医学博士、日本医科大学客員講師
日本内科学会認定総合内科専門医
日本腎臓学会認定専門医
日本透析医学会認定専門医
身体障害者指定医（腎臓）

■ 博慈会腎クリニックより大沢院長をはじめ非常勤医師が協力体制をとって診療にあたっております。

腎臓内科外来は博慈会腎クリニックにて行っております。
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平成28年度　診療実績
外来患者数‥‥‥‥‥‥ 2,283人／月
時間外外来患者数‥‥‥‥ 408人／月

救急車受け入れ台数‥‥‥‥ 60台／月
入院患者数‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 780人

川崎病の入院‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 51人
心臓超音波検査‥‥‥‥‥‥ 47件／月

　小児科医が常時勤務しており、24時間365日の体制で小
児科診療を行っております。地域の小児科一般の二次救急
を行っています。午前中は一般外来を、午後は予約制の専
門外来を行っております。午後以降の一般の患者様は救急
外来で小児科医が診察しております。専門外来は、小児神
経・心理外来、小児心臓外来、小児腎臓外来、アレルギー
外来、予防接種外来を設けており、院内・院外から専門

の医師が診療に当たっております。月・金曜日の一般外来
（佐藤）ですが一部小児内分泌外来を行っております。低身
長、夜尿症、糖尿病などの内分泌疾患を診療しております。
当院には小児専用の入院病棟（小児センター）がありま
す。病床は 20病床（９室）で、２床部屋が７室、３床部屋
が２室で構成されております。プレールームもあり、平日
は病棟保育士が勤務しております。

特 色

小　児　科

※専門外来はすべて予約制です。
•予防接種外来：宮下（月曜日）、田島（木曜日）　　•小児神経外来：仲本、金子、星野　　•心理外来：斎藤、藤田
•アレルギー外来：百村、田島　　•小児心臓外来：越智　　•小児腎臓外来：中村　　•乳児健診：飯塚

※ 一般外来は一度受診されますと次回からは電話・インターネットによる予約受付サービスをご利用出来ます。予約して頂くこと
により待ち時間が短くなります。詳しくは一般財団法人博慈会ホームページの「ごあんない」をご覧ください。

外来担当表
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前
飯塚
佐藤
景山

田島
越智

宮下
星野

飯塚
澁谷

宮下
佐藤

田島
三重野
小児腎臓

午後 予防接種
小児神経 － 小児神経

心理外来
予防接種
乳児検診

アレルギー
小児心臓 －

地 域 連 携
　紹介状をお持ちの患者様は直接小児科外来あるいは救急外来
にお越しください。
　医療機関の方は代表までお電話をお願いします。その後担当
の小児科医が直接お話をお伺いいたします。

副院長 田島　剛
資格・その他
日本小児科学会専門医・代議員
日本感染症学会専門医・指導医・評議員
日本小児感染症学会理事
日本化学療法学会抗菌薬臨床試験指導者・ICD認定医・評議員
予防接種推進専門協議会委員
足立区感染症の診査に関する協議会委員
足立区医師会評議員会副委員長
帝京大学医学部医学教育センター臨床教授

部　長 飯塚　雄俊
資格・その他
日本小児科学会専門医
日本小児栄養消化器肝臓学会認定医

スタッフ

■医　長 宮下　英将
■医　員 佐藤　恭弘 日本小児科学会専門医

■非常勤 景山　秀二 小児アレルギー・免疫
（月曜日一般）

■非常勤 星野　英紀 小児神経学
（月曜日小児神経外来と水曜日一般）

■非常勤 仲本　なつ恵 小児神経学
（水曜日小児神経外来）

■非常勤 金子　衣野 小児神経学
（第１,３,５水曜日小児神経外来）

■非常勤 澁谷　義彬 小児アレルギー・免疫
（木曜日一般）

■非常勤 越智　琢司 小児循環器
（火曜日一般と金曜日小児神経外来）

■非常勤 百村　芽衣 小児アレルギー・免疫
（金曜日アレルギー外来）

■非常勤 三重野　孝太郎 小児アレルギー・免疫
（土曜日一般）

■非常勤 中村　昭夫 小児腎臓
（第１,２,４週土曜日小児腎臓外来）
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放射線科

平成28年度　診療実績
Ｘ線単純撮影‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 47,974件
CT ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10,655件
MRI ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6,373件

IVR ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 31件
核医学‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1,087件
放射線治療‥‥‥‥‥‥‥‥ 75件（新規症例として）

当院には、近隣では数少ない核医学装置・放射線治療
機器が設置されております。その他にもCT・MRI・血
管造影装置など充実した検査体制を整えております。
常勤医は 1名のみですが、日本医科大学付属病院及び
その関連病院から 9名の非常勤医師を招き、画像診断・
放射線治療や IVRなど各々の専門分野でのレベルの高い
診療をしていただいております。
　ご依頼頂きました検査のデータは、CD-R・フィルム
どちらでもお渡しすることが可能となっており、どちら
の場合でも読影レポートも添えて迅速にお渡しすること
が出来るような体制を整えております。
画像診断に関しては、近隣医療機関の皆様より多数の
御紹介をいただいており、誠にありがとうございます。
検査枠にはまだまだ余力がございますので、今後ともよ

ろしくお願いいたします。
放射線治療・IVRで入院が必要な患者様に関しまして
は、当院放射線科では入院体制が整っていないため、他
科への紹介・入院後の対応となりますことをご承知おき
ください。

医　療　機　器
● Ｘ線CT装置　3台（うち1台は放射線治療計画用）
● MRI装置　2台（1.5T）
● ガンマカメラ　1台
● 血管造影装置　2台
● 放射線治療装置　1台
● その他、X線撮影装置・X線透視装置（2台）・
　乳房撮影装置・骨塩定量装置・歯科用X線撮影装置

特 色

地域連携担当医（ご紹介ならびに相談）

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 福永 － 福永 福永 福永 福永
能勢

午後 福永 － 福永
能勢 福永 福永 －

放射線治療については、福永または放射線治療室にお問い合わ
せください。 放射線治療装置（エレクタ社製）

部　長 福永　毅
資格・その他
日本医学放射線学会診断専門医
日本IVR学会専門医

スタッフ

■非常勤 汲田　伸一郎 日本医科大学放射線科主任教授
核医学

■非常勤 能勢　隆之 日本医科大学放射線科教授
放射線治療

■非常勤 村田　智 日本医科大学放射線科准教授
血管造影・IVR

■非常勤 水村　直 東邦大学医療センター大森病院放射線科准教授
核医学

■非常勤 杉崎　健一 総合東京病院放射線科部長
放射線診断学

■非常勤 城　正樹 日本医科大学放射線科医員・助教
放射線診断学

■非常勤 杉原　康朗 東京洪誠病院放射線科部長
放射線診断学

■非常勤 今井　祥吾 日本医科大学放射線科
放射線診断学

■非常勤 曽原　康二 日本医科大学放射線科
放射線診断学
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外　　科

外来担当表

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前
吉村 高尾 吉村 － 沖野 住吉

－ － － － － 柏原

地域連携担当医（入院のご紹介ならびに相談）

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 吉村 高尾 吉村 吉村 沖野 沖野

午後 沖野 吉村 沖野 吉村 吉村 沖野

副院長 吉村　和泰
資格・その他
日本外科学会専門医
日本消化器外科学会認定医
日本消化器病学会専門医
日本大腸肛門学会指導医・専門医

部　長 沖野　哲也
資格・その他
日本外科学会・専門医・指導医
日本消化器外科学会専門医・指導医
日本消化器病学会専門医
日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医

■医　長 住吉　宏樹
日本外科学会専門医
日本消化器外科学会専門医
日本消化器病学会専門医　
日本消化器外科学会
　消化器がん外科治療認定医

■医　長 高尾　嘉宗
日本外科学会専門医 
日本消化器外科学会専門医 
日本消化器内視鏡学会専門医 
がん治療認定医

■非常勤 柏原　元
日本外科学会専門医
日本消化器病学会専門医
がん治療認定医

スタッフ

平成28年度　診療実績
結腸・直腸癌‥‥‥‥‥‥ 57例（腹腔鏡：24例）
下部消化管その他‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11例　
胃癌‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥16例（腹腔鏡：1例）
上部消化管その他‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7例　
胆石‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 52例（腹腔鏡：47例）

肝・膵‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6例　
イレウス‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8例　
鼠径ヘルニア‥‥‥‥‥‥‥70例（腹腔鏡：8例）
虫垂炎‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 56例（腹腔鏡：51例）

　消化器外科、食道、胃、小腸、大腸、ならび肝、
胆、膵の疾患を専門にしております。特に悪性疾患の
手術と癌化学療法、放射線療法による集学的治療を
行っております。腹腔鏡下大腸癌手術、腹腔鏡補助下
胃切除術その他胆石、虫垂炎、ヘルニアなど良性疾患
でも腹腔鏡下の手術を多く取り入れております。

　消化器内視鏡検査や腹部の画像検査など異常を認め
た場合、特に悪性を疑わせる病変がある場合には是非
ともご紹介をお願い致します。
　また、下肢静脈瘤外来も月に１度の専門外来にて診
療を行っております。

特 色
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外来担当表

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 － 武井
（第2,4） － 日本医大

より － －

午後 － 武井 － － － －

火曜日午前中の診察は第２、４週のみ。午後は毎週行っております

スタッフ

非常勤 武井　寛幸
資格・その他
日本医科大学乳腺科大学院教授　
日本乳癌学会乳腺専門医、日本乳癌学会評議員
日本乳癌検診学会評議員
日本外科学会専門医、指導医

■非常勤 他１名■■■非常勤 他１名
　日本乳癌学会専門医が診察を担当しております。
　外来初診日にマンモグラフィ、超音波検査、細胞
診、針生検などを行える体制をとっており、できるだ
け早く診断が得られるように心がけております。
　日本医科大学乳腺科と連携し手術、化学療法、放射
線療法など集学的な治療をおこなっております。

　足立区乳がん検診登録医療機関であり、ご希望され
る患者様がいらっしゃいましたら是非ご紹介をお願い
いたします。

特 色

予約先　博慈会記念総合病院乳腺科
03－3899－1311（内線 7513，7552）

副院長 星野　瑞
資格・その他
日本整形外科学会専門医
日本脊髄病学会認定脊髄外科指導医
日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医
日本整形外科学会認定リウマチ医
日本整形外科学会認定スポーツ医
日本整形外科学会認定運動器リハビリテーション医

部　長 森　　聖
資格・その他
日本整形外科学会専門医
日本リウマチ学会専門医

■医　長 谷口　久樹
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会認定リウマチ医
日本整形外科学会認定スポーツ医
日本整形外科学会認定運動器
　リハビリテーション医

■医　員 弓場　隆雄 日本整形外科学会専門医

■非常勤 町田　正文
日本整形外科学会専門医
日本リハビリテーション学会専門医
日本脊髄病学会認定脊髄外科指導医
日本骨粗鬆症学会認定医

■非常勤 今村　安秀
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会認定スポーツ医
日本リハビリテーション学会専門医
日本脊髄病学会認定脊髄外科指導医
日本抗加齢医学会専門医

■非常勤 澤本　温史
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会認定運動器
　リハビリテーション医

■非常勤 池見　佳一郎

■非常勤 加藤　有紀

日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会認定リウマチ医
日本整形外科学会認定スポーツ医
日本整形外科学会認定運動器
　リハビリテーション医
日本リハビリテーション学会認定医
日本体育協会公認スポーツドクター
日本関節鏡・膝・スポーツ整形
　外科学会(JOSKAS)　
　関節鏡認定医

■非常勤 角野　隆信 日本整形外科学会専門医
日本リウマチ学会専門医

スタッフ

乳　腺　科

整形外科
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外来担当表

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前

町田
（脊椎・側弯） 森 澤本 町田 星野

（脊椎）
今村

（2,3,5週）

今村
（脊椎） 池見 角野 星野 森

（関節）
星野
（1,3週）

星野
（脊椎） 弓場 谷口 森 加藤

（スポーツ）
森

（2,4週）

谷口 － － 谷口 弓場 谷口
（1,3,5週）

－ － － － － 弓場

地域連携担当医（ご紹介ならびに相談）

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 星野 森 谷口 森 弓場 谷口

午後 星野 森 谷口 森 弓場 谷口

平成28年度　診療実績
外来‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3,522人／月
新患‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥242人／月
入院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 53人／月
平均ベッド稼働数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42床／月
総手術件数　420件（入院　395件、外来　25件）
主な手術件数
　骨折観血的手術‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥143例
　脊椎後方手術・固定術‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33例

　頚椎椎弓形成術‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10例
　人工膝関節置換術‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26関節
　人工股関節置換術‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14関節
　人工骨頭置換術‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17例
　関節鏡視下手術
　（ACL再建、肩腱板手術含む） ‥‥‥‥ 29例
　手の外科手術‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34例

● 脊椎変性疾患、脊髄腫瘍、脊椎外傷に対して、各
症例に応じた手術を幅広く行っています。症例に
よっては、術中モニタリングを行い、安全に手術を
行っています。さらに椎弓形成術や椎弓切除術の際
に超音波メスを使用しており、手術の安全性・確実
性を図っています。また当院における最小侵襲手術
は顕微鏡下で行っています。各種神経ブロックも症
例に応じて行っています（神経根ブロック、硬膜外
ブロック、交感神経ブロック、星状神経節ブロック
等）。脊椎圧迫骨折には症例に応じて風船によるセ
メント治療（バルーンカイフォプラスティ－）を
行っています。また、先天性、乳幼児～思春期側弯
症、変性後側弯症に対して保存的、外科的治療を
行っています。学童検診で側弯異常を指摘された場
合の二次的健診も行っています。
● 難治性神経因性疼痛に対しては脊髄電気療法を施行
しています。
● 変形性関節症（股関節、膝関節）や関節リウマチな
どによる関節の変形に対し人工関節置換術や骨切り
術などを行っています。人工股関節置換術は低侵

襲手術で行っています。また、人工関節置換術（股
関節、膝関節）の術前計画にはCTによる3Dテンプ
レートを用い、より正確なインプラント設置を心が
けております。
● スポーツ外傷（膝、肩、肘、足関節等）に対して
は、専門医による診断・治療を行っています（靭帯
再建術、関節形成術、関節鏡等）。
● 末梢神経障害に対しては神経伝導検査・筋電図を行
い、診断・治療を行っています。
● 手術の際には症例により自己血輸血を行っています。
● リウマチ疾患に対しては専門医の診断により生物学
的製剤の治療を行っています。
● 当科は足立区整形外科連携ネットワークの代表世話
人を務めており、積極的に地域連携に取り組んでい
ます。
● 大腿骨頸部骨折は高齢化に伴い増加しています。高齢
者は心疾患、高血圧、糖尿病、腎疾患、呼吸器疾患、
脳梗塞、下肢静脈血栓症等の合併症を多く認めるた
め、総合病院の特性を生かした各科の治療の協力下
で、安全に手術が行えるように心がけております。

特 色
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脳神経外科

外来担当表

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 纐纈 非常勤 纐纈 樋口 非常勤 佐藤

地域連携担当医（入院のご紹介ならびに相談）

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 纐纈 纐纈 纐纈 樋口 纐纈 纐纈

午後 纐纈 纐纈 纐纈 樋口 纐纈 纐纈

部　長 纐纈　健太
資格・その他
日本脳神経外科学会専門医

■医　長 樋口　直司 日本脳神経外科学会専門医

■非常勤 佐藤　俊 日本脳神経外科学会専門医

■非常勤 村井　保夫 日本脳神経外科学会専門医

スタッフ

平成28年度　診療実績
外来総患者数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6,142件／年
 512件／月
外来初診患者数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥801件／年
 67件／月
手術総数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥113件
　経皮的頸動脈ステント留置術‥‥‥‥‥‥ 35件

　脳動脈瘤クリッピング術‥‥‥‥‥‥‥‥ 18件
（破裂　11件、未破裂　7件）　　

　脳動脈瘤コイリング術‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6件
　経皮的脳血栓回収術‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3件
　水頭症（シャント術）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5件

当院脳神経外科では脳梗塞や脳出血、くも膜下出血
などの脳卒中、頭部外傷に対する救急診療をはじめ脳
腫瘍に対する開頭手術・化学療法・放射線療法を行っ
ております。特に脳梗塞急性期治療に関しましては積
極的に t-PA静注療法、カテーテルによる血栓回収術
を施行しております。また、昨年（平成 28年 7月）
より回復期リハビリテーション病棟を併設し急性期か
ら回復期までシームレスな診療を行うことが可能とな
りました。
脳神経外科としての手術治療に関しましては、開頭
による手術治療だけでなく、最新の血管撮影機器を用
いたカテーテル治療も積極的に行っております。脳動
脈瘤に対する開頭クリッピング手術、カテーテルを用

いたコイリング手術。内頸動脈狭窄に対する手術によ
る血栓内膜剥離術、カテーテルを用いた頸動脈ステン
ト留置術など患者様の状態に合わせどちらの治療が最
適かを検討し、どちらでも治療が行える体制をとって
おります。
救急診療以外では頭痛、めまい、しびれに対する外
来診療を行っております。また、近年治る認知症とし
て注目されている正常圧水頭症（iNPH）に関しても、
検査入院、手術（VPシャント術、LPシャント術）を行っ
ております。
難治性疾患、手術高リスク症例に対しましては、
日本医科大学脳神経外科と連携し治療にあたってお
ります。

特 色
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形成外科

外来担当表

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 大木 大木 非常勤 大木 大木 非常勤

水曜・土曜日は日本医科大学付属病院形成外科・美容外科・再
建外科からの非常勤医師が診療を行います。

地域連携担当医（入院のご紹介ならびに相談）

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 大木 大木 非常勤 大木 大木 非常勤

午後 大木 大木 非常勤 大木 大木 －

平成28年度　診療実績
外来新患者数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1,148名
入院患者数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥106名
手術件数
　熱傷手術（皮膚移植）‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13件
　上肢および下肢の外傷‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14件
　顔面骨骨折‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11件

　良性腫瘍切除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥306件
　悪性腫瘍切除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12件
　瘢痕・ケロイド‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6件
　難治性潰瘍（糖尿病性潰瘍など）‥‥‥‥ 23件
　先天異常（小児の副耳など）‥‥‥‥‥‥‥ 5件
　その他　炎症・変性疾患‥‥‥‥‥‥‥‥ 29件

形成外科とはどんな分野か・・それは、体表の外科・
皮膚の外科ととらえて頂くとわかりやすいかもしれま
せん。博慈会記念総合病院形成外科では、患者様のニー
ズや価値観を重んじ、機能面のみならず整容面（見た
目）をも重視した治療を心がけております。主には一
般形成外科として、顔面や手足の外傷（切り傷・削げ
た傷など）や顔面骨骨折（ほほ骨や鼻骨骨折など）、
やけどなどの外傷に対応しています。また巻き爪、母
斑（ホクロ）、脂漏性角化症（いぼ）、粉瘤（おでき）、
などの良性腫瘍に対して小手術を行っています。皮
膚・皮下腫瘍でも、脂肪腫などやや大きいものや深い
ものは、全身麻酔下での摘出手術も行います。いわゆ
る皮膚癌に対しては再建を考慮した摘出術を計画いた
します。やけどは、新鮮例から、慢性例（昔のやけど
の跡によるひきつれ、つっぱり）まで対応しています。

加齢にともなうまぶたの下垂も手術により改善を図り
ます。治りにくい傷や潰瘍に対しては保存的治療とし
て局所陰圧閉鎖療法（VAC therapy など ) から各種
皮弁（局所皮弁、有茎皮弁など）による外科的治療に
て対応をしています。
当科は常勤1人体制のためできることには限界があ
りますが、昨今の高齢化社会の進む中、地域のニーズ
を受け止めてできる限りは皆様のお役に立てることを
目指しております。
また、より高度な治療が必要な場合などでは大学病
院（主に日本医科大学形成外科）の医師とタイアップ、
あるいは、適宜ご紹介させて頂いています。
女性スタッフが多く、明るい雰囲気ですが、創傷に
対しては真剣に取り組んでいます。

特 色

部　長 大木　琴美
資格・その他
医学博士
日本専門医機構　形成外科領域専門医
皮膚腫瘍外科指導専門医
日本熱傷学会専門医、麻酔科標榜医

スタッフ
■  水曜・土曜日は日本医科大学付属病院形成外科・美容
外科・再建外科からの非常勤医師が診療を行います。
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泌尿器科

外来担当表

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 白井 簑輪 簑輪 白井 香山 香山

※月曜日、木曜日の午前中、水曜日の午後は手術になります。

地域連携担当医（入院のご紹介ならびに相談）

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 簑輪 簑輪 簑輪 簑輪 香山 香山

午後 簑輪 簑輪 簑輪 簑輪 香山 簑輪

部　長 簑輪　忠明
資格・その他
日本泌尿器科学会専門医

■医　員 香山　重軌

■非常勤 白井　將文
東邦大学医学部泌尿器科名誉教授
日本性機能学会専門医
日本性機能学会名誉理事長

スタッフ

当科では前立腺肥大症に対する経尿道的前立腺切除
術や早期膀胱がんに対する経尿道的膀胱腫瘍切除術な
ど、尿道からの内視鏡手術を中心に行っております
が、月に 1回日本医科大学付属病院より准教授を招い
て腹腔鏡または開腹手術も行っております。また前立
腺がんの疑いがある患者様には前立腺生検も行ってお
ります。
我が国の 2011 年の統計では男性における部位別が
ん罹患数において前立腺がんは第 2位を占めます。
50 歳以上の男性に関しては前立腺がんの腫瘍マー
カーであるPSAの測定をおすすめします。当科では
PSAが高値 (4 以上 ) であり、その他の検査で前立腺

がんが疑われる場合に前立腺生検を行うことで確定診
断をしております。

● 前立腺肥大症に対して手術をご希望の患者様
● PSA高値（4.0以上）の患者様
● 無症候性肉眼的血尿、蛋白尿を伴わない尿潜血陽性
の患者様
● 画像診断上、腎腫瘍を有する患者様
● 無痛性陰嚢腫大を訴える患者様
● 尿路感染症の患者様

以上のような患者様がいらっしゃいましたら、お気
軽にご紹介ください。

特 色

平成28年度　診療実績
前立腺針生検‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 47件
TURP（経尿道的前立腺切除術） ‥‥‥‥‥ 19件
TURBT（経尿道的膀胱腫瘍切除術） ‥‥‥ 26件
腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3件
腎部分切除術‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1件
腎尿管悪性腫瘍手術‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1件
膀胱悪性腫瘍手術（全摘）‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1件

膀胱尿管新吻合術‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1件
両側精巣摘除術‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2件
尿道狭窄内視鏡手術‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4件
陰嚢水腫根治術‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3件
尿管ステント留置・交換‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28件
その他‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14件

※ 当科では尿路結石症に対する手術加療を行っておりません。
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眼　　科

外来担当表

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 冨川 － 中山 藤田 冨川
山田

冨川
大石（1,2,週）
新井（3,4,5週）

午後 － 髙野 中山
冨川 － － －

平成28年度　診療実績
白内障手術‥‥‥‥ 604件（多焦点レンズ　38件）
硝子体手術‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 27件
緑内障手術‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5件

眼瞼下垂手術‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19件
硝子体注射‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥200件

　入院可能な総合病院の眼科として、眼瞼下垂、内反
症、翼状片などの疾患の手術は日帰りで、白内障、緑
内障、硝子体手術は患者様のご希望に合わせて日帰
り、入院手術の両方を行っています。入院手術の場
合、白内障手術は１泊２日で片眼ずつ、緑内障と硝子
体手術は３泊４日が目安です。
　白内障手術は、通常の白内障からチン小帯脆弱、成
熟白内障などの難症例まで行っています。当院は先進
医療認定施設として、ご希望の患者様には多焦点レン
ズを用いた白内障手術が可能です。
　緑内障手術は、平成26年よりトラベクトームを用
いたMIGS（micro incision glaucoma surgery）

を始めました。主に初期の開放隅角緑内障で点眼治療
では眼圧コントロール不良の症例やご高齢の複数点眼
が困難な患者様などに、白内障手術と同時に行ってい
ます。
　硝子体手術は、広角顕微鏡観察システムとコンステ
レーションを用いて主に網膜前膜、増殖性糖尿病網膜
症の症例を行っています。
　抗VEGF製剤（ルセンティス、アイリーア）の硝子
体注射も、当院では加齢黄斑変性症だけではなく、網
膜静脈閉塞症、糖尿病黄斑浮腫、病的近視による網脈
絡膜新生血管に対して積極的に行っています。

特 色

副院長 冨川　節子
資格・その他
日本医科大学客員講師
医学博士
日本眼科学会専門医
トラベクトーム認定医

■非常勤 中山　滋章
前日本医科大学教授
医学博士
日本眼科学会専門医

■非常勤 小林　博和 医学博士
日本眼科学会専門医

■非常勤 山田　佑美
■非常勤 藤田　美穂

■非常勤 小倉　瑛里子
■非常勤 窪倉　真樹子

■非常勤 新井　淑子

スタッフ

地域連携担当医（入院のご紹介ならびに相談）

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 冨川 － 中山 藤田 冨川
山田

冨川
大石（1,2,週）
新井（3,4,5週）

午後 － 髙野 中山
冨川 － － －
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耳鼻咽喉科

部　長 杢野　恵理子
資格・その他
日本耳鼻咽喉科学会認定耳鼻咽喉科専門医
日本耳鼻咽喉科学会認定補聴器相談医
日本めまい平衡医学会認定めまい相談医
身体障害者福祉法15条指定医

■非常勤 三輪　正人

日本耳鼻咽喉科学会認定
　耳鼻咽喉科専門医
日本アレルギー学会認定
　アレルギー指導医
日本気管食道科学会認定
　気管食道科専門医
インフェクションコントロールドクター
火曜日午前・午後外来担当

スタッフ

平成28年度　診療実績
年間外来受診者数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8,595人

（初診患者数　1,602人）　　
年間入院患者数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 60人

耳鼻咽喉科外来では、専門医による耳鼻咽喉科全般
を対象とした診療を行っています。入院を要する急性
疾患（突発性難聴、顔面神経麻痺、急性扁桃炎など）
の入院治療にも対応しております。特殊外来として月
曜午後にアレルギー外来（舌下及び皮下免疫療法）、

月曜・火曜午前に補聴器外来を設けています。また、
めまい診断のための重心動揺検査やVOG検査（ビデ
オ眼振検査）、嚥下障害診断のための嚥下内視鏡検査
なども行っております。

特 色

外来担当表

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 杢野 三輪 杢野 杢野 杢野 杢野

午後 検査 三輪 検査 杢野 検査 －

地域連携担当医（入院のご紹介ならびに相談）

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 杢野 三輪 杢野 杢野 杢野 杢野

午後 － 三輪 － 杢野 － －
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皮　膚　科

2017年度　博慈会記念総合病院 診療案内

麻　酔　科

平成28年度　診療実績
平成28年度 手術件数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2,523件
 麻酔科管理手術 ‥‥‥‥‥‥ 1,028件

（閉鎖循環式全身麻酔、硬膜外麻酔、硬膜
外麻酔後における局所麻酔剤の持続注入、
脊椎麻酔、神経ブロック）

　麻酔科は手術室での手術麻酔管理を中心に、手術時の痛
みやストレスから患者様の身体を守ることを目的として、
医療行為を行なっています。
　手術を受けられる患者様の高血圧や糖尿病、喘息などの
合併症を把握し、必要に応じて各分野の専門医を受診して
いただき、それらの評価に基づいて適切な麻酔法を選択し
て、全身の管理を行います。
　手術や麻酔に関して分からない事や、ご希望がございま
したら、麻酔科医または手術室スタッフがお伺いした時に
お話し下さい。

●主な設備・検査
　手術室　4室
　　 全身麻酔器、患者監視システム（麻酔科学会モニター
指針の全ての他、観血的動脈圧測定、中心静脈圧測定、
麻酔ガスモニター等）、体温維持装置、BISモニター、
気管支ファイバースコープ、超音波診断装置、連続心
拍出量測定装置、直流式除細動装置、経皮的心臓ペー
シング他

特 色

スタッフ

部　長 小倉　忍
資格・その他
日本麻酔科学会専門医

■  他、非常勤医師8名体制で対応

平成 28年 10 月より、これまでの非常勤医師に代わり新
たな非常勤医師 2名（専門医）による外来を開設いたしま
した。週 1.5 日から週 3日の診療日になることで、これま
で以上に外来患者の受け入れがスムーズになり、待ち時間
の短縮も期待できるものと思っております。
一般皮膚科領域の診療になりますが、一部形成外科とオー
バーラップするものにつきましては、当院形成外科と連携
を取りながら診療を行ってまいります。

また常勤医師不在のため外来診療のみとなりますが、高
度先進医療が必要な場合や入院加療が必要な場合は日本医
大付属病院などの関連病院にご紹介いたします。今後皮膚
科と形成外科がコラボして美容に関する診療・治療も検討
しております。詳細は決定次第ご報告させていただきます。
患者様のご紹介やご相談があれば、迅速に対応させてい
ただきます。今後もこれまで以上に宜しくお願い致します。

特 色

外来担当表

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 池田 － 中島 池田 － －

午後 池田 － 中島 池田 － －

スタッフ

■非常勤 中島　弓子 日本形成外科学会専門医
日本美容皮膚科学会会員

■非常勤 池田　彩子 日本皮膚科学会専門医

平成28年度　診療実績
外来総患者数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5,269人／年
新患数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1,112人／年
（白癬、皮脂欠乏性湿疹、脂漏性皮膚炎、接触性皮膚炎、蕁
麻疹、アトピー性皮膚炎、帯状疱疹、急性湿疹など）
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歯科口腔外科
2017年度　博慈会記念総合病院 診療案内

外来担当表

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前

岩瀬 大中 岩瀬 岩瀬 岩瀬 岩瀬

大中 坂東 坂東 大中 大中 大中

坂東 － － 坂東 － 坂東

木曜：全身麻酔手術
月曜・水曜・金曜：局麻麻酔手術（静脈内鎮静併用可）

地域連携担当医（ご紹介ならびに相談）

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 岩瀬 大中 岩瀬 岩瀬 岩瀬 岩瀬

午後 岩瀬 大中 岩瀬 岩瀬 岩瀬 岩瀬

部　長 岩瀬　正泰
資格・その他
歯学博士
鶴見大学非常勤講師
昭和大学兼任講師
日本口腔外科学会専門医・指導医
日本がん治療認定医機構暫定教育医
厚生労働省歯科医師臨床研修指導医

医　員 坂東　沙奈江
資格・その他

医　員 大中　恵里子
資格・その他

スタッフ

■非常勤 菊田　徹 日本矯正歯科学会認定医

■歯科衛生士　2名

■事務（歯科助手）1名

平成28年度　診療実績
当科は地域の歯科開業医や医科の病院・開業医との連
携を密に、原則として一般歯科治療を行わず、口腔外科
専門施設として機能しております。年間、約 2,100 名の
新患が受診、その内、約 1,000 名は近隣医療施設からの
紹介患者さんです。年間の入院患者数は約 220 名で、そ
の内訳は全身麻酔下での手術症例が約80例、局所麻酔（静
脈内鎮静を含む）下での症例が約 120 例、その他に感染
症の消炎療法、癌の放射線化学療法などです。当科は総
合病院に属し、基礎疾患を有する患者様にも全身状態に
充分留意して、適切に診療いたします。更に、専門性の

必要な疾患には大学病院や癌専門病院と連携を図り、高
次医療の提供を行っています。当科は厚生労働省の歯科
医師臨床研修指定病院および日本口腔外科学会研修施設
に認定され、日々、歯科臨床の向上および教育にも積極
的に取り組んでいます。歯科口腔外科の診療領域は口唇、
頬粘膜、上下歯槽、硬口蓋、舌前三分の二、口腔底、軟
口蓋、顎骨 (顎関節を含む )および唾液腺（耳下腺を除く）
で、その部位に生じた先天異常、発育異常、損傷、感染症、
嚢胞、腫瘍、粘膜疾患の診断および治療に携わっており
ます。
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１．静脈内鎮静下における治療
歯科治療に対する不安や恐怖がある。歯科治療中に
脳貧血など気分不快を起こしたことがある。高血圧
症、心臓病、糖尿病などの全身的疾患でストレスを避
けたい。刺激により吐き気を催す絞扼反射が強い。以
上のような患者様には、積極的に静脈内鎮静法を併用
し、良好な治療成果を得ております。

２．アンカースクリューシステム
近年、軽微な侵襲で顎骨にチタン製のスクリュウー
を植立、歯の移動固定源として歯科矯正治療の治療期
間の短縮を図るアンカーシステムを導入いたしました。

３．デンタルインプラント治療
当科では喪失した歯の形態および機能回復の目的で
デンタルインプラン（人工歯根）治療を積極的に行っ
ています。当科では予め顎骨のCT検査を行い、骨質
および骨量を確認し、安全なインプラント埋入手術の
施行を心がけています。安定した予後には、インプラ
ント周囲に健常な骨組織の存在が必須で、歯の喪失に
伴い、歯を保持していた顎骨（歯槽骨）の吸収を来す
ことが多く、インプランの埋入に際し、健常骨の不足
症例には骨造成（骨組織再生誘導法、上顎洞底挙上術、
仮骨延長法）を導入しています。

４． 睡眠時無呼吸症候群（OSAS）・歯ぎしりのマ
ウスピース治療／スポーツのマウスガード
当科では従来から軽度および中等度のOSAS症例
に、下顎を前方位へ誘導して気道拡大を促すマウス
ピース療法（健保適応）を導入しております。さらに、
歯ぎしりや食いしばりの習癖に保護的なマウスピース
の作製（健保適応）も積極的に行っています。スポー
ツ外傷から歯や周囲組織の保護目的でマウスピースの
作製も対応しております。

５．ドライマウスの診断および治療
近年、向精神薬服用者や高齢者において口腔乾燥症
状を主訴とする患者さんが増加しております。ドライ
マウスに対して、当科では口腔ケアの実践および指
導、カンジダ症検査、保湿剤療法などを行っています。
シェーグレン症候群が疑われる症例では、眼科や内科
と連携して診断および加療を行っています。

６．口腔癌
口腔（舌・歯肉・頬粘膜・口底など）癌の発症は、
増加傾向を示しています。口腔は視診や触診が容易な
臓器でありながら、口腔癌の予後は他の臓器癌と比較
して決して良好ではありません。口腔癌患者の初診医
療機関の多くは、一般開業歯科医院ですが、時に、初
診医療機関で長期に経過観察や誤診による抜歯などで
治療時期が遅れることも少なくありません。「気にな
る」や「疑わしき」口腔粘膜疾患の患者様がおりまし
たら、当科への受診を進めて頂ければ、迅速な細胞診、
生検や画像診断を行い適切に対処いたします。

７．周術期の口腔機能管理
平成 24年から癌の手術や放射線化学療法、心臓血
管外科手術、骨髄移植の患者様に対して周術期口腔機
能管理が保険収載（多施設の管理患者も可）されまし
た。当科では口腔機能の精査を行い、口腔清掃を含め
た口腔ケアの指導、管理を行っております。
上記に適応、該当する患者様がおられましたら御紹
介頂ければ適切に対応させていただきます。

特 色
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回復期リハビリテーションセンター

平成28年度　診療実績
平成28年6月からの実績
　外部施設からの新規入院‥‥‥‥‥‥‥ 17症例
　脳神経外科病棟からの転入‥‥‥‥‥‥ 41症例

当院において、平成 28年 6月より従来の西 3階病
棟に脳血管疾患を中心とした回復期リハビリテーショ
ンセンターが開設となりました。病床は 24床、理学
療法士 12名、作業療法士 5名、言語療法士 3名、リ
ハビリ施設総面積362 m²、脳血管疾患等リハビリテー
ション料（Ⅰ）を取得しております。
厚生労働省は、医療連携体制の構築として 5疾病・
5事業を推し進めており日本の医療提供システムに
とって重要な方針を打ち出しております。5疾病の 1
つ脳卒中は、日本において死亡原因の第 3位であり、 
総患者数は約 140 万人、お亡くなりになる方も年間 
13 万人にも及んでいます。脳卒中のうちでも脳梗塞
においては血栓溶解療法を受ければ、劇的に良くなる
可能性があり注目されています。しかし、この治療法
は、時間的制約がありすべての医療機関で受けられる
わけでもありません。ごく限られた患者様がこの恩恵
に浴していますが、依然、脳卒中は“寝たきり”の原
因の約 4割を占めているというのが現状です。リハビ

リテーションは、脳卒中によって失われた機能の回復
をはかり、またその再発防止をはかるためにも有用と
考えられています。
　通常の回復期リハビリテーション病院と異なり、当
院では急性期病院内に回復期リハビリテーション病棟
があります。リハビリテーション中の脳梗塞の再発や
急変時の対応も即座に対応できる体制を整えておりま
す。また東京東部脳卒中連携協議会ならびに足立区脳
卒中ネットワークの連携病院に登録しており、スムー
ズに患者さんのご紹介を受ける体制が整っておりま
す。その他の特色として、人工透析の患者様の受け入
れにも対応している点、嚥下障害の患者様に対して内
視鏡・嚥下造影を行い、耳鼻科医師・言語聴覚士によ
る評価が的確に行える点も挙げられます。多くの脳卒
中回復期の患者様、社会復帰にむけて当院の回復期リ
ハビリテーションセンターを活用して頂ければ幸いと
存じます。今後とも宜しくお願いいたします。

特 色

スタッフ

センター長 駒場　祐一
資格・その他
日本内科学会認定内科医
日本内科学会総合内科専門医
日本神経学会専門医
日本脳卒中学会専門医・評議員
日本脳循環代謝学会評議員

▲スタッフステーション

■看護職員14名
■看護補助者（助手・クラーク）6名
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健康管理センター

平成28年度　診療実績
人間ドック‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥290件
企業健診‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1,210件
特定健診‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥773件

一般健診‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 53件
 など

我が国の主な死亡原因である悪性腫瘍、心臓疾患、
脳血管障害は長年の生活習慣と密接に関係しており、
自覚症状を認める前に定期的に検査を受け、生活習慣
の評価を行い、一次予防（病気にならない）ならびに
二次予防（早期発見・早期治療）に務めることが大切
とされます。当院では上記の診療のご案内に示す如き

多彩な健診メニューを用意し、優秀なスタッフと最新
の設備によって生活習慣病の発見に努めておりますの
で人間ドック・健康診断において健康のチェックをな
さることをお勧めします。なお人間ドックにおいて
は、当日可能な範囲内で受診者に結果説明を行ってお
ります。

特 色

診療のご案内
●人間ドックのご案内 
①基本ドックの種類
　１日ドックA（午前中）
　１日ドックB（午前中）
②ドックオプション
　脳・血管ドック
　心・血管ドック
　肺ドック
③セットオプション
　オプション検査項目
　　１．貧血　　　　　　　　５．骨粗しょう症
　　２．甲状腺疾患　　　　　６．胃がんリスク
　　３．慢性閉塞性肺疾患　　７．腫瘍マーカー
　　４．リウマチ
④申し込み方法
　 人間ドックを希望される日の 2週間～ 3週間前までに
電話、FAXまたは当院受付にてお申し込みください。

●健康診断のご案内 
①特定健診・特定保健指導
②各種企業健診
③特殊健診（有機溶剤、じん肺、電離放射線）

●人間ドッグ・健診外来（ド・健外来）のご案内 
当院にて実施の人間ドック・企業健診、及び特定健診
にて指摘された生活習慣の見直しについて、積極的に相
談・支援致します。

診　察　日：毎週月曜日　午後２時より（予約制）
担　当　医：品川医師（産業医）
診 療 内 容： 問診・診察・各種検査・生活指導(保険

診療となり、自己負担がかかります)

※ 診療のご案内の詳細については病院のホームページも
ご参照ください。

●申し込み及び問い合わせ 
健康管理センター：担当　渡邊、志田、平澤 
ＴＥＬ：03－ 3899 － 1311（代表）　内線 1360
フリーダイヤル：0120 － 311 － 100
ＦＡＸ：03－ 6863 － 7070

お気軽にお問合せください。

スタッフ

医　員 小川　剛
資格・その他
日本医師会認定　産業医
日本内科学会認定　内科医・指導医
日本循環器学会認定　循環器専門医

医　員 品川　靖子
資格・その他
日本医師会認定産業医
日本医師会認定健康スポーツ医
国立公衆衛生院専門課程終了、日本公衆衛生学会員 
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病理診断センター

平成28年度　診療実績
院内病理組織診断‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1,836件
院外病理組織診断‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥約2,400件
術中迅速診断‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8件

病理解剖（剖検）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1件
細胞診（BMLへ外注） ‥‥‥‥‥‥‥‥ 1,180件

患者様が来院されると適切な診断と治療が行われる
わけですが、その際には“病理診断”が最終診断とな
り、重要な役割を果たすことになります。その最終
診断を行っているのが、当病理診断センターの病理医
です。病理医とは“病理診断を専門とする医師”で、
日本ではその認知度はそれほど高くないものの、欧
米では“医者のコンサルタント”と位置付けられ、
doctor's doctor と呼ばれています。また、近年の医
療の進歩により、患者様それぞれに適した治療が求め
られるようになり、より正確な病理診断が要求されつ
つあります。当病理診断センターでは、臨床医と密に
連絡を取り、迅速かつ正確な病理診断を患者様に提供
できるように努めています。

●主な検査機器・設備
　組織検査用一般機器、撮影装置付き顕微鏡、
　凍結用フリーザー、術中迅速診断用クリオスタット、
　病理解剖における一般機器および設備

特 色

スタッフ

センター長 清水　道生
資格・その他
日本病理学会病理専門医・指導医
日本臨床細胞学会細胞診専門医・指導医
死体解剖資格
International Board of Cytopathology
埼玉医科大学名誉教授
日本医科大学客員教授
北海道大学客員教授

■主　任 飯塚　幸人 臨床検査技師

▲術中迅速診断用クリオスタット

▲顕微鏡撮影装置
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博慈会記念総合病院 月 火 水 木 金 土

第１内科（呼吸器）
午前 竹中・都築 榊原 都築 竹中・井上 田中（徹） 菅野
午後 ― ― ― ― ― ―

第２内科（消化器）
午前 岡田・濱本 長田・滝 岡田・滝 安良岡・片岡 岡田・長田 濱本・安良岡
午後 ― ― ― ― ― ―

血 液 内 科
午前 ― ― ― 山中 ― ―
午後 ― ― ― ― ― ―

第３内科（循環器）
午前 田中（邦） 平澤・合田 澁谷 田中（邦） 平澤 笹本
午後 ― ― ― ― ― ―

第４内科（糖尿病）
午前 岡田 ― 岡田・小野瀬 ― 岡田 非常勤医師
午後 ― ― 小野瀬 ― ― ―

第５内科（神経内科）
午前 駒場 有井（孝） 酒巻 松本 駒場 藤澤
午後 ― ― 酒巻 ― 駒場 ―

内 科 総 合 外 来
午前 ― ― ― ― ― ―
午後 加藤 丸山 酒巻 濱窪 駒場 ―

放 射 線 科
午前 福永 日医大より 福永 福永 福永 福永・能勢
午後 福永 ― 福永・能勢 福永 福永 ―

小 児 科
午前 飯塚・佐藤・景山 田島・越智 宮下・星野 飯塚・澁谷 宮下・佐藤 田島・三重野・腎臓外来
午後 予防接種・神経外来 ― 神経外来・心理外来 予防接種・乳児健診 アレルギー外来・心臓外来 ―

外 科
午前 吉村 高尾 吉村 ― 沖野 住吉・柏原
午後 ― ― ― ― ― ―

乳 腺 科
午前 ― 武井（第２・４週） ― 日医大より ― ―
午後 ― 武井 ― ― ― ―

呼 吸 器 外 科
午前 ― ― ― 井上 ― ―
午後 ― ― ― ― ― ―

脳 神 経 外 科
午前 纐纈 日医大より 纐纈 樋口 日医大より 佐藤
午後 ― ― ― ― ― ―

整 形 外 科 午前
町田（脊椎・側弯診）
今村（脊椎診）
星野（脊椎診）
谷口

森・池見・弓場 澤本・角野・
谷口（脊椎診） 町田・星野・森・谷口

星野（脊椎診）
森（関節診）

加藤（スポーツ診）
弓場

今村（第2・3・5週）
星野（第1・3週）
森（第2・4週）

谷口（第1・3・5週）
弓場

形 成 外 科
午前 大木 大木 日医大より 大木 大木 日医大より
午後 （手術） ― （手術） （手術） ― ―

泌 尿 器 科
午前 白井 簑輪 簑輪 白井 香山 香山
午後 ― ― ― ― ― ―

眼 科
午前 冨川 （手術） 中山 藤田 冨川・山田

冨川
大石（第1・2週）
新井（第3・4・5週）

午後 （検査） 髙野 中山・冨川 ― （検査） ―

皮 膚 科
午前 池田 ― 中島 池田 ― ―
午後 池田 ― 中島 池田 ― ―

耳 鼻 科
午前 杢野 三輪 杢野 杢野 杢野 杢野
午後 （検査） 三輪 （検査） 杢野 （検査） ―

長寿リハビリセンター病院 月 火 水 木 金 土

内 科
午前 ― 小倉　篤 ― ― ― ―
午後 ― ― ― ― ― ―

ものわすれ外来
午前 ― ― ― ― ― ―
午後 ― 福生　吉裕 ― ― ― ―

精 神 神 経 科
午前 ― ― ― ― 小久保　羊介 ―
午後 ― ― ― ― ― ―

歯 科・口 腔 外 科
午前 岩瀬・大中・坂東 大中・坂東 岩瀬・坂東 岩瀬・大中・坂東 岩瀬・大中 岩瀬・大中・坂東
午後 岩瀬・大中・坂東 大中・坂東 岩瀬・坂東 岩瀬・大中・坂東 岩瀬・大中 ―

博慈会腎クリニック 月 火 水 木 金 土

腎 臓 内 科
午前 非常勤医師 ― ― 非常勤医師 ― 大沢
午後 ― ― ― 腹膜透析（予約） ― ―

平成29年8月1日現在

院　　　  長　 岡田　憲明
副　 院　 長　 田島　剛
副　 院　 長　 冨川　節子
副　 院　 長　 吉村　和泰
副　 院　 長　 竹中　圭
副　 院　 長　 星野　瑞

〒123－0864
東京都足立区鹿浜5－11－1
博慈会記念総合病院
http：//www.hakujikai.or.jp
E-mail：info@hakujikai.or.jp

代表電話 03－3899－1311　直接検査予約専用 03－3896－0606
外来受付時間　午前8：30～12：00午後13：30～16：00 　　緊急受付24時間（要電話連絡）

※当院はCCUネットワーク加入、脳卒中急性期医療機関（t－PA対応）認定施設です。

博慈会記念総合病院　外来診療担当表
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診　療　科 責　任　者 時間 月 火 水 木 金 土

呼 吸 器 科 副院長：竹中　圭
部長補佐：榊原　桂太郎

午前 榊原 竹中 竹中 榊原 榊原 竹中

午後 竹中 竹中 竹中 竹中 榊原 救急当番医

消 化 器 科 部長：長田祐二
部長補佐：滝　保彦

午前 滝 岡田 滝 長田 滝 長田

午後 滝 長田 滝 長田 滝 長田

糖尿病・内分泌内科 院長：岡田憲明
午前 岡田 岡田 岡田 － 岡田 －

午後 岡田 岡田 岡田 岡田 岡田 岡田

血 液 内 科 院長：岡田憲明
午前 － － － 山中 － －

午後 － － － － － －

循 環 器 科 センター長：田中邦夫
部長：平澤泰宏

午前 合田 田中 田中 合田 澁谷 平澤

午後 合田 平澤 田中 澁谷 平澤 澁谷

神 経 内 科 部長：駒場祐一
午前 駒場 駒場 駒場 駒場 駒場 －

午後 駒場 － 駒場 駒場 駒場 救急当番医

腎 臓 内 科 腎クリニック院長：大沢弘和
医員：大辻弘朗

午前 大辻 大辻 大辻 － 大辻 大辻

午後 大辻 大辻 大辻 － 大辻 救急当番医

放 射 線 科 部長: 福永　毅
午前 福永 － 福永 福永 福永 福永・能勢

午後 福永 － 福永・能勢 福永 福永 ―

小 児 科 副院長：田島　剛
部長：飯塚雄俊

午前 当番医 当番医 当番医 当番医 当番医 当番医

午後 当番医 当番医 当番医 当番医 当番医 救急当番医

外 科 副院長：吉村和泰
部長：沖野哲也

午前 吉村 高尾 吉村 吉村 沖野 沖野

午後 沖野 吉村 沖野 吉村 吉村 沖野

乳 腺 科 ―
午前 ― 武井（第2・4週） － 日本医大より － －

午後 ― 武井 － － － －

脳 神 経 外 科 部長：纐纈健太
午前 纐纈 纐纈 纐纈 樋口 纐纈 纐纈

午後 纐纈 纐纈 纐纈 樋口 纐纈 纐纈

整 形 外 科 副院長：星野　瑞
部長：森　聖

午前 星野 森 谷口 森 弓場 谷口

午後 星野 森 谷口 森 弓場 谷口

形 成 外 科 部長：大木琴美
午前 大木 大木 日本医大より 大木 大木 日本医大より

午後 大木 大木 日本医大より 大木 大木 ―

泌 尿 器 科 部長：簑輪忠明
午前 簑輪 簑輪 簑輪 簑輪 香山 香山

午後 簑輪 簑輪 簑輪 簑輪 香山 簑輪

眼 科 副院長：冨川節子
午前 冨川 ― 中山 藤田 冨川・山田・新井 冨川

午後 ― 小倉・窪倉
中山・冨川 中山・冨川 ― ― ―

皮 膚 科 ―
午前 ― ― ― ― ― ―

午後 ― ― ― ― ― ―

耳 鼻 咽 喉 科 部長：杢野恵理子
午前 杢野 三輪 杢野 杢野 杢野 杢野

午後 ― 三輪 ― 杢野 ― ―

麻 酔 科 部長：小倉　忍
午前 ― ― ― ― ― ―

午後 ― ― ― ― ― ―

歯 科・口 腔 外 科 部長：岩瀬正泰
午前 岩瀬 大中 岩瀬 岩瀬 岩瀬 岩瀬

午後 岩瀬 大中 岩瀬 岩瀬 岩瀬 岩瀬

※　放射線治療については、福永毅医師、または、放射線治療室にお問い合わせください。 平成29年8月1日現在

＊患者様のご紹介やご相談がありましたら、下記の担当医にご連絡ください。
　担当科が不明な場合は、内科系は竹中医師、外科系は星野医師にご連絡ください。

【院　長】岡田憲明 【博慈会医療連携患者支援センター長】田中邦夫
【副院長】田島　剛、冨川節子、吉村和泰､竹中　圭、星野　端 【診療統括責任者】内科系：竹中　圭、外科系：星野　端

診療科別地域連携担当医
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看護部門・医療技術部門・管理室のご案内
看護部門

Ⅰ．看護部組織

Ⅱ．看護部の活動

１．看護部管理体制（平成28年3月31日現在）
　　　看護部長　　三浦加代子 看護管理者（看護師長　看護師長代理）　　：6名
　　　副看護部長　2名（教育担当・業務病棟担当） 看護監督職（看護師長補佐・主任・副主任）：26名

１．看護部概要 
１）看護部理念　　思いやりの心で看護を提供します

２）看護部基本方針
　１．働きやすい職場の創出「みんなで取り組むワークライフバランス」
　２．組織全体の連携推進「みんなで目指す クオリティ」

３）平成28年度看護部目標
　１．ニーズに合った医療の提供　　２．患者支援センターとの連携　　３．実践ナースモデルの育成　

４）博慈会記念総合病院の看護師像
　＊接遇を熟知し患者様を大切に思う心を育てること
　＊ 一人ひとりが組織理念・看護部理念・事業方針を理解し自己の目標が設定できる
　＊医療の専門職として責任ある看護が提供できる

２．看護体制 
１）勤務体制
　（１）勤務形態　実働１日７時間45分、４週8休＋祝日
　（２）勤務時間
　　　２交代制　日勤時間： 8時30分～17時15分　　夜勤時間：16時30分～翌日8時45分
　　　 その他、病棟特性・看護師業務に合わせたさまざまな勤務があり、看護師として働き続けられよう多様な働き

方を提案し、ワークライフバランスを推進している。

２）看護方式　　固定チームナーシングまたは受け持ち制

３）稼動病床数と看護職員の配置基準
（１）入院基本料算定病棟

入院基本料区分 稼動病床数 看護単位数 看護職員の配置基準届出区分
入院基本料 一般病棟 254 9 ７対１入院基本料

４）特定入院料算定病床

特定入院料区分 病床数 看護単位数 看護職員の配置基準届出区分
回復期リハビリテーション病棟入院料２ 24 １ 常時15対１

特定入院料区分 病床数 看護単位数 配置基準
ハイケアユニット入院医療管理料１ 8 １ 常時４対１

特定入院料区分 病床数 看護単位数 配置基準
小児入院医療管理料４ 20 １ 常時10対１
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３．看護サービス 
１）看護必要度

　 ％

ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に
関わる基準を満たす患者の割合

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に関わる基
準を満たす患者の割合

ＨＣＵ 一般病棟平均
平成28年度 94.6％ 30.6％

２）日本看護協会認定制度による認定看護師　（平成29年３月31日現在）

認定看護分野 人　数
皮膚・排泄ケア認定看護師 2名
感染症看護専門看護師 1名

３）その他看護部に在籍するスペシャリスト

分　野 人　数 分　野 人　数
臨地実習指導者認定修了者 11名 医療安全管理者 2名

フットケア 2名 看護必要度評価者院内指導者 20名
ＤＭＡＴ 2名 透析技術認定者 1名

４．人材育成 
１）育成ツール

　（１）プリセプターシップ　 （２）新卒看護師教育システム　 （３）クリニカルラダーシステム　 （４）目標管理

２）支援体制（資格支援制度）

　実習指導者・専門分野の看護師、認定看護師を目指すスタッフの支援体制を整えています。

　【看護部教育目標】

　　１． 看護職員個々の役割に応じた知識・技術・態度が習得でき、感性豊かな看護が提供できるような教育的環境

を整備する。

　　２．個々の教育ニーズに沿った教育計画を立て、個人の能力拡大する

　　３．看護職員一人ひとりが自己の責任を理解し、役割を遂行できる。

　【平成28年度　看護職員ラダーレベル構成】

ラダー区分 ラダーⅠ ラダーⅡ ラダーⅢ ラダーⅣ 認定者 管理者 未認定
人数 52名 52名 38名 29名 5名 9名 14名

５．看護部データ 
１）看護職員実態データ（平成29年３月31日現在）

（１）年齢（平均：34.8歳）

年齢 20～25歳未満 25～30歳未満 30～35歳未満 35～40歳未満 40～45歳未満 45～50歳未満 50歳以上
人数 37名 41名 42名 36名 26名 13名 20名

（２）在職年数（平均：4.91年）

年数 １年未満 １～２年 2～3年 3～4年 4～5年 5～10年 10年以上
人数 40名 45名 29名 27名 20名 30名 24名

（３）退職者

年　度 退職者数（看護職員常勤・非常勤） 全国平均率
平成27年度 9.4％ 10.8％
平成28年度 9.8％ 10.9％
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（４）平成28年度既卒者・新人看護師の状況

年　度 既卒者／新人看護師 採用者数 年度採用者数合計

平成27年度 既卒 21名 46名新人看護師 25名

平成28年度 既卒 34名 69名新人看護師 35名

２）平成28年度看護部委託事業・実習受け入れ実績

項　目 依頼先 研修名 受入人数

委託事業
東京都ナースプラザ １日看護体験 2名
足立区医師会 足立区加賀中学校 2名

実習受入

看護学生
博慈会高等看護学院 臨地実習（基礎・統合・成人） 109名
聖和看護学院 臨地実習（小児看護） 12名

事務・看護補助者（看護助手・クラーク）
日本工学院専門学校 医療事務 １名
日本医歯薬専門学校 医療事務　 2名
日本医歯薬専門学校 看護補助者 2名
学校法人　大原学園 医療事務 2名

東京医療秘書福祉専門学校 医療事務 2名
早稲田速記医療福祉専門学校 医療事務 2名

３）院外活動【学会発表】

所　属 学　会 領　域 日　時 場　所 方　法
北２ 日本看護協会学術集会急性期 急性期看護 7/15.16 沖縄 ポスター発表
演題 Eilers口腔アセスメントガイドとプロトコール活用　～口腔ケア標準化への取り組み～

４）院内研究発表

　11部署看護研究発表　平成28年（第29回）12月17日発表会　参加者98名

　（医師、コメディカル、看護学院、長寿リハビリ病院、腎クリニック等参加）

５）院外における教育活動・講師

所　属 学校名 形　態 単　位 講義内容
看護部 博慈会高等看護学院 講師 15単位 看護管理
看護部 博慈会高等看護学院 講師 15単位 リスクマネジメント論

６） 認定看護管理者教育課程・指導者認定養成研修等　院外研修

部　署 コース名 主　催 期　間 人　数
本館2階 ファーストレベル 東京都福祉保健財団 9/2～12/19 １名
東3階 セカンドレベル 国際医療福祉大学 9/24～3/4 １名
東3階 臨地実習指導者認定講習会 日本医科大学 7/19～10/28 １名

8部署
16’重症度、医療・看護必要度
評価者院内指導者研修

日本臨床看護マネジメント学会
（Ｓ-ＱＵＥ研究会）

7･8･11月 18名

手術室 ストレスチェック実施者養成研修 中央労働災害防止協会 3/16 １名
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看護部門・医療技術部門・管理室のご案内
放射線技術部

■ スタッフ
　診療放射線技師　19名（関連施設含む）
　技師長1名、主任3名、副主任1名、スタッフ14名

　 　放射線技術部では、「CT、MRI、断層撮影、核医学、マンモグラフィー、上部・下部消化管造影、骨密度検査、
放射線治療」のご依頼（紹介）を受け賜っておりますので、ご依頼をいただきます際は下記までご連絡ください。
　●検査予約専用ダイヤル　　　　　　03－3896－0606（放射線技術部）
　●放射線治療・緊急を要する検査　　03－3899－1311（内線1241／放射線科）

■ 平成28年度実績　主な検査件数の実績は放射線科の診療案内をご覧ください。

■ 院内設備と特色
　１．Ｘ線撮影室（撮影室数３室）
　　• 内科領域、外科領域のほとんどの撮影が可能です。
　　• 特殊撮影（例）
　　　　 乳房撮影、脊椎、下肢全長骨撮影、DAX法骨密度測

定など無線式フラットパネルディテクタを使用する事
により、多様な撮影に対してもスピーディに対応して
います。

　２．Ｘ線TV室（撮影室数２室） 
　　• 透視画像を得られる事で、動画像見ながら各種の検査

治療を行えます。
　　• 特殊撮影（例）
　　　　 C-アーム方式装置ですと被検者を横向きにしなくて

も側面画像が得られます。断層撮影（トモシンセス）
やインジェクターを使用したDSA画像も行えます。

　　• ２室共17inch×17inchフラットパネルディテクタを
使用し、被曝低減、画質の向上を得ています。

　３．回診用撮影装置（撮影台数４台）
　　•各病室、救急外来室などに撮影に伺います。
　　• ２台はフラットパネル方式を採用し本体のモニターに

より、瞬時に画像確認ができます。

　４．外科用イメージ装置（撮影台数1台）
　　•手術室にて術中に透視画像を提供しています。

　５．Ｘ線CT室（撮影室数２室）
　　• マルチスライスCTにより高速・高精細スキャンを実現

し、より正確な画像を得て診断に貢献しています。
　　• 特殊撮影（例）
　　　　 CTガイド下穿刺などを行う際はCT透視が行えます。

ワークステーション（解析装置）を備えていますの
で、骨や血管の3D画像を得ています。心臓CT（コロ
ナリー）や、脳血管、骨などを3D表示し、その後の手
術などに役立つ画像情報を提供しています。

一般撮影装置（シーメンス社製）

乳房撮影装置（シーメンス社製）

Ｘ線TV（島津社製）

Ｘ線TV（島津社製）

回診用X線撮影装置（島津社製）

CT装置（東芝社製） CT装置（フィリップス社製）
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　６．MRI室（撮影室数２室）
　　• 超電導1.5テスラ装置により各種の画像を得ていま

す。脳梗塞に対応するため、Diffusion画像やT2強
調画像は24時間体制で撮像出来ます。

　　•特殊撮影（例）
　　　　 外部ソフトである認知症診断に利用している

VSRADも行っています。
　　• 1室については、開口部70cmオープンボアデザイ

ンと145cmのショートガントリによる開放的な検
査環境を実現しています。静音機能も兼ね備え、従
来の装置に比べ快適性を目指しています。

　７．血管造影室（撮影室数２室）
　　• IVR（インターベイショナルラディオグラフィー）

を主に行い、脳、心臓、消化器臓器など多岐にわた
り脈管系の診断にも活用しています。

　　•特殊撮影（例）
　　　　 未破裂動脈瘤に対するコイリング閉塞術、内頚動

脈ステント留置術、脳動脈血栓除去術、肝動脈化
学塞栓療法、バルーン下逆行性経静脈的塞栓術、
不整脈アブレーション治療、その他各血管に対す
るステント留置などに活用しています。

　　• 東京都CCUネットワークに対応するため24時間カ
テーテル室を稼働出来る体制をとっています。緊急
時の脳動脈血栓除去術も行えます。

　８．RI室（撮影室数1室）
　　• スペクト装置を備えてあり、各検査に対応しています。
　　•特殊撮影（例）
　　　　 脳血流量を一転採血により血流量の定量が出来ます。心臓

血管に対して、運動、薬剤の負荷をかけた状態のスペクト
像が得られます（心拍の状態を動画でも見られます）。
ワークステーションにより健常者との血流量、骨転移、神
経伝達系など被検者と比べ診断補助をしています。

　　•診断はもとより、RIによる内用療法も行っています。
　　　（ゾーフィゴ）　　　前立腺がん骨転移
　　　（ストロンチウム）　 各種固形がん多発骨転移に対する疼痛

混和療法。

　９．リニアック室（照射室数1室、治療計画用CT1室）
　　• ４～10MeV出力のリニアック装置を使用し放射線治療を

行っています。
　　•殊照射（例）
　　　　 SRT法などにより照射を行います。IMRT方に準じた照射

も行います。
　　• 診断棟とは別棟にあり落ち着いた環境で照射を行っていま

す。公道に面している建物でありドア・ツー・ドアでの照射
来院も可能です。

血管造影装置（フィリップス社製）

核医学検査装置（GE社製）

血管造影装置（島津社製）

MRI装置（シーメンス社製）

MRI装置（フィリップス社製）

放射線治療装置（エレクタ社製）
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臨床検査科

■スタッフ
　臨床検査技師18名（関連施設含む）

　科長１名、主事１名、主任１名、副主任３名、スタッフ12名

　 　平成29年7月より上部消化管内視鏡検査ならびに超音波検査につきましては電話予約にて検査を行える体制を整
えました。該当される患者様がおられましたら、ご依頼（紹介）のほどよろしくお願いいたします。

　●予約専用ダイヤル　　03－5837－5711

■業務内容・平成28年度実績
　 　検査業務は、検体検査部門・生理機能検査部門・内視鏡検査部門に分かれており、感染制御チーム（ICT）など

チーム医療にも参画しています。

　＜検体検査部門＞
　　＊採血　平成28年度外来採血患者数：33,783件（採血室+処置室）。

　　＊輸血　 血液型検査（ABO式・Rh式）・不規則抗体検査・交差適合試験・自

己血貯血の実施と製剤管理を行っており、血液型検査と交差適合試

験は24時間体制で緊急対応をとっています。また、輸血療法委員会

（6回/年）を開催し血液製剤の適正使用について検討を行い患者様

へ迅速かつ安全な血液を提供できるよう努めています。

　　•平成28年度　実績 血液型：約3,500件

 不規則抗体スクリーニング：約1,300件

 交差適合試験：約1,400件

 日赤血液製剤発注数：2,200単位

 自己血貯血：約250単位

　＜病理診断センター＞
　　 　病理診断は適切な診断と治療の最終診断となります。当センターでは、病理医と臨床医、そして病理技師との
連携を取り、迅速かつ正確な病理診断を患者様に提供できるように努めています。

　　•平成28年度　実績 病理組織診断：院内検体－1,836件

 　　　　　　　院外検体－約2,400件

 術中迅速診断：8件

 病理解剖：1件

 細胞診（BMLへ外注）：1180件

　＜生理機能検査部門＞
　　 　当科は心電図、超音波検査・肺機能検査・脳波・聴力検査など患者

様へ接することの多い多種にわたる検査を行っています。専門の認定

技師もおり知識と技術で臨床医へ報告し患者様の診断・治療方針決定

を判断するための重要な情報を提供しています。

　　 　『患者様への心配り気遣いを忘れない検査技師』をモットーに笑顔

で対応いたします。 生理機能検査・内視鏡検査受付

採血室
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　　•平成28年度　生理機能検査実績
平成28年度　生理機能検査実績

心電図検査 13,406 件 呼吸機能VC/FVC 1,164 件
R-Rインターバル 31 件 呼吸機能セットFRC/DLCO 75 件
起立テスト 128 件 睡眠時無呼吸検査（SAS） 3 件
負荷心電図検査 26 件 皮膚組織灌流圧検査SPP 21 件
指尖脈波 9 件 脳波 443 件
ホルター心電図検査 751 件 誘発ABR聴性誘発反応検査 20 件
ホルター心電図（ABPM） 53 件 誘発SEP体性感覚誘発電位 1 件
ABPMのみ 23 件 誘発VEP視覚誘発電位 3 件
心臓超音波 3,289 件 誘発MCV/SCV神経伝導速度 490 件
経食道心エコー 18 件 術中誘発MEPモニタリング 8 件
トレッドミル 265 件 標準純音聴力検査 2,175 件
エルゴメーター 232 件 耳鳴ピッチマッチ・ラウドネス 45 件
ABI 1,740 件 精密聴力検査 76 件
超音波腹部 1,665 件 補聴器適合検査 9 件
超音波頸動脈 927 件 チンパノメトリー 318 件
超音波甲状腺 163 件 耳小骨筋反射 27 件
超音波肝生検 9 件 重心動揺検査 208 件
超音波ラジオ波焼灼療法 3 件 平衡機能検査（ＶＯＧ） 69 件
超音波表在 80 件 鼻腔通気度検査 41 件
超音波下肢動・静脈 518 件

　＜内視鏡検査部門＞
　　 　消化器内科・外科の医師により内視鏡検査時の検査補助を行っています。午前は上部消化管内視鏡検査、午後
は下部消化管検査・気管支鏡検査・内視鏡的治療を行っており、夜間・休日の緊急対応ができるよう待機体制を
とっています。

　 　専門の内視鏡検査技師が2名おり、知識・技術の向上と習得に取り組み患者様への気配り・思いやりを持った対応
を心がけています。また感染管理対策を徹底して行っており安心して検査に臨んでいただけます。
　•平成28年度　実績
　　　・上部消化管内視鏡検査：2117件
　　　・上部治療－EMR：3件
　　　・ESD：1件
　　　・EVL：19件
　　　・EIS：7件、
　　　・内視鏡的止血：16件
　　　・異物除去：2件
　　　・胃瘻造設術：20件
　　　・胃瘻交換術：72件
　　　・気管支鏡検査：19件
　　　・経気管支肺生検（TBLB）：52件

・下部消化管内視鏡：774件
・下部治療－EMR：214件
・バルーン拡張術：3件、
・コロレクタルチューブ挿入術：14件
・ERCP：66件、胆管ステント留置術：9件

内視鏡検査・生理機能検査受付
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施設基準スタッフ

平成28年度　博慈会記念総合病院治療実績

博慈会記念総合病院
・脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅰ
・運動器リハビリテーション料Ⅰ
・呼吸器リハビリテーション料Ⅰ
・廃用症候群リハビリテーション料Ⅰ
・がん患者リハビリテーション

長寿リハビリセンター病院
・運動器リハビリテーション料Ⅱ

博慈会記念総合病院
　総数26名
　　・科長1名（理学療法士）
　　・主任2名（理学療法士・言語聴覚士）
　　・副主任2名（理学療法士・作業療法士）
　　・スタッフ（理学療法士9名、作業療法士4名、
　　　　　　　　言語聴覚士2名、助手6名）

長寿リハビリセンター病院
　総数7名
　　・主任1名（理学療法士）
　　・スタッフ（理学療法士5名、作業療法士1名）院

月総合平均単位数　14,114単位
〔内訳〕・脳血管リハビリテーションⅠ‥‥ 8,088単位 
　　　　・運動器リハビリテーションⅠ‥‥ 4,324単位
　　　　・呼吸器リハビリテーションⅠ‥‥‥ 316単位

・廃用症候群リハビリテーションⅠ‥‥‥‥‥ 563単位
・がんリハビリテーション‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 597単位
・摂食嚥下療法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 226単位

　リハビリテーション科では、理学療法士、作業療法
士、言語聴覚士など、専門のスタッフが互いに協力し、
患者様の身体機能の回復を支援しております。定期的
に患者様の疾患変化に合わせたリハビリ内容の検討
も行っており、担当医師、看護師、医療ソーシャルワー
カーと連携したカンファレンスを実施し、よりよい社会
生活に向けた身体的な自立を目指し、安全で有効な治
療を進めております。
• 理学療法は、病気、怪我、寝たきりなどによって身体
が不自由になった方々に対して、基本的動作能力（寝
返りをする・起き上がる・座る・立つ・歩くなど）の維
持・回復を主な目的として行います。日常生活に必要
な動作の訓練（ADL訓練）や、痛みの軽減をはかる
徒手療法などを行い、寝たきり予防、家庭復帰、社
会復帰を援助します。
• 作業療法では脳卒中や骨折などのさまざまな病気や
怪我により、生活に支障をきたしている方の身体や
心の機能の維持・改善をはかります。また、日常生活
動作（食事・排泄・更衣・入浴等）を円滑に行えるよう
に援助・訓練を行います。
• 言語療法では音声機能や言語機能に障害のある方
の機能の維持・向上を目的としています。言いたい言
葉が出て来ないなどの症状がみられる「失語症」の
方、呂律（ろれつ）がまわらないなどの症状がみられ
る「構音障害」の方など、個々の症状に合わせた訓練

およびご家族に対しての助言を行います。急性期疾
患を問わず、摂食障害・嚥下障害には、VF（嚥下透視
検査）・VE（嚥下内視鏡検査）を行っております。
　急性期リハビリテーションでは、脳血管疾患、骨関節
疾患、呼吸器疾患、がん、廃用症候群の患者様に対し
て治療を行い、更に、院内に脳血管疾患の回復期リハ
ビリテーション、隣接する長寿リハビリセンター病院で
は骨関節疾患の回復期リハビリテーションが併設され
ており、早期リハから退院まで密接に連携をとる事が
可能となっております。また、急変時にも即座に対応で
きる体制を整えております。リハビリテーション室にお
きましては総面積362㎡、ガラス張りでご家族の方に
も見学がしやすい空間を目指しております。

特 色

リハビリテーション室

リハビリテーション
見学スペース

リハビリテーション科
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臨床工学技士5名
　・副主任1名
　・スタッフ4名（男性3名・女性1名）

私たち臨床工学技士は、医師・看護師や各種医療技
術者とチームを組み、生命維持管理装置の操作などを
担当する医療機器を中心とした医療職です。また、医

療機器の保守・点検を行い、安心かつ安全な使用、有
効性維持を追求しております。

特 色

ＭＥ機器管理課

平成28年度　実績
血液透析・濾過療法‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1297件
持続血液透析濾過療法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥37件
エンドトキシン吸着療法‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9件
白血球除去療法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8件
腹水濾過濃縮療法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5件
ペースメーカー外来‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 209件

スタッフ

業　務　内　容
●血液浄化業務 
　 　個人用透析装置6台（HDF4台　HD2台）と多用途
血液処理装置1台の計7台の操作を行い、急性期から慢
性期の血液透析・濾過（持続血液透析濾過法も含む）
療法やエンドトキシン吸着、LDL吸着、白血球除去療
法、血漿交換療法等といった各種血液浄化療法に対応
しております。

●腹水濾過濃縮再静注法 
　 　腹水濾過濃縮再静注法とは、溜まった腹水を濾過濃縮
することで血球、癌細胞、細菌、余分な水分を除去し有
用なタンパク成分のみを経静脈内に戻す治療法です。
　　われわれは濾過濃縮工程の業務を行っております。

●心臓カテーテル業務 
　 　ポリグラフ、血管内超音波画像装置、体外式ペース
メーカ、補助循環装置（大動脈内バルーンパンピング
装置、経皮的心肺装置）等の操作を中心に物品の清潔
操作、管理業務を行っております。また休日夜間24時
間365日対応しております。

●ペースメーカ業務 
　 　プログラマーを用いて、ペースメーカ外来、ペース
メーカ植え込み術、その他緊急時の検査、設定変更等
に対応しております。

●アブレーション業務 
　 　主に電気刺激装置及び心内電位解析装置の操作を
行っております。

●ME機器管理業務 
　 　透析装置、補助循環装置、輸液ポンプ、シリンジポ
ンプ、人工呼吸器、除細動器等、様々な医療機器の保
守や日常・定期点検を行なっております。また機器の
修理も行っております。

●院内教育 
　 　院内で勉強会を開催し、他業種との情報を共有し医
療チームに貢献しております。
　「多用途血液処理装置操作説明会」
　「血管内超音波画像装置操作説明会」
　「生体監視モニター操作説明会」
　「人工呼吸器操作説明会」
　「ペースメーカ勉強会」
　「経皮的心肺装置操作説明会」等　全15件

人工透析室
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総数－薬剤師17名、薬剤助手3名
　薬剤部長1名
　主任1名
　副主任2名

平成28年度　実績

スタッフ

（目標）
① 薬剤師の専門性を生かして、安心・安全な薬物療法
を支援しています。
② チーム医療に積極的に参加して、薬の適正使用を推
進しています。

　①②を理念に掲げ地域のモデルとなる薬剤部を目指
し、患者様に安心、安全で効果的な薬物療法を24時
間体制で提供しております。

（お薬の説明）
　入院されている患者様にはより良い薬物治療を受け
て頂くために医師に処方の提案や助言を行うとともに

患者様のベッドサイドに伺い、薬の飲み方・効果・副
作用・生活上の注意などを説明しております。また入
院される際には、患者様が持ってこられた薬の確認を
行っていますのでご協力をお願いいたします。

（がんの治療）
　がん治療に使用する全てのお薬を薬剤部内で無菌的
に調製しております。
　がんの治療をお受けになる時には患者様の治療スケ
ジュールを管理し、副作用に対する対処方法などを説
明いたします。何か不安など悩みがありましたら薬剤
師にご相談下さい。

特 色

薬剤部スタッフ
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2 2 3 3 3A 3B 4 5

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
北2 29 51 45 63 71 61 74 73 56 50 43 62
本館2 48 57 60 58 58 50 48 57 46 36 49 52
東3 56 60 60 65 68 106 70 72 60 64 64 63
西3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0
北3A 37 43 44 49 51 63 55 55 60 62 64 68
北3B 32 34 49 21 42 37 34 42 37 34 37 45
東4 21 29 61 49 67 62 62 64 48 54 53 53
東5 38 48 73 64 65 50 60 74 58 59 74 86

小児センター 37 43 45 46 48 49 50 48 37 34 33 42
合計 298 365 437 417 470 478 453 485 402 397 417 471

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
外来 37 26 33 43 25 24 32 40 29 35 42 32
入院 39 43 29 40 51 55 57 74 65 72 61 68
合計 76 69 62 83 76 79 89 114 94 107 103 100

薬剤管理指導件数（平成28年度）

抗がん剤調製件数（平成28年度）

薬　剤　部
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総数：管理栄養士４名（うちパート１名）
役職名：科長１名、主任１名
　　　　糖尿病療養指導士　２名

●栄養指導業務
　栄養指導件数
　　外来‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥200件
　　入院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥555件
　　DM教室 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 57件

●特定保健指導業務
　特定保健指導件数（実施延べ数）
　　積極的支援‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18件
　　動機づけ支援‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26件

●栄養管理業務

●給食管理業務（一部外部委託）

●参加委員会
　院内感染対策委員会　　褥瘡対策委員会
　医療安全対策委員会　　医療安全管理部委員会
　CP推進委員会　　　　　安全衛生委員会

平成28年度　実績及び業務内容

スタッフ（関連施設含む）

栄養科では、患者様の病態、ADL、治療方針に合
わせた食事を心がけており、一般食 20種類、治療食
97 種類、その他経管栄養や注腸検査食等を随時提供
しております。
また栄養管理の一環として、患者様一人一人に可能
な限り合わせた個別対応食も行っております。臨床分
野では、栄養指導に力を入れており、特に糖尿病の患
者様については、糖尿病療養指導士を中心に、DM教
室や入院・外来の栄養指導を行っております。
入院・外来の栄養指導では、患者様個々の生活スタ
イルやポリシーに合わせた指導を心がけており、受け

て頂いた患者様から「あれやれ、これやれと命令され
ると思って気構えていたから、拍子抜けした。聞きに
来て良かったよ。」「頭ごなしに怒られると思っていた
けど、話をしっかり聞いてくれて安心した。」等の嬉
しい声を頂いております。
健診分野では、特定保健指導を行っており、平成
28 年度から早期保健指導の実施も開始しておりま
す。特定保健指導は、動機づけ・積極的どちらも行っ
ておりますので、特定健診で該当の方がいらっしゃい
ましたら、健診結果説明時にぜひ当院もおすすめいた
だけますと光栄です。

特 色

クリスマス食

こどもの日（おやつ）

栄　養　科
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看護部門・医療技術部門・管理室のご案内
感 染 管 理 室

スタッフ

基本理念

■ 感染管理認定看護師　専従看護師１名
　 小池　さゆり

■ ICTメンバー
　 田島副院長（ICD認定医）、小池専従看護師、
　 加藤薬剤部主任、飯塚検査科主任

　院長直属の組織として感染管理室が設置され、感染対策に習熟し日々の診療に励むため、適切かつ安全で質の高い
医療サービスの提供を図ることを目的とし、院内感染対策活動の必要性、重要性を全部署及び全職員に周知徹底し、
院内共通の課題として積極的な取り組みを行なっております。

　当院は感染防止対策加算１を届出しており、連携病院と
の合同カンファレンスや病院相互ラウンドを実施していま
す。合同カンファレンスでは耐性菌等の検出状況や抗菌薬
の長期使用状況、手指衛生サーベイランス等の情報共有お
よび意見交換会を行っています。また、コンサルテーショ
ンを随時受けています。

●主な業務内容
１. 手指衛生などの基本的な感染対策の推進
 　 患者様や職員を感染から守るために、正しく手指衛

生ができるように取り組んでいます。
２. 職員教育
 　 年２回の医療セミナー、看護部ラダー研修や各コメ

ディカル・委託業者や関連病院対象の勉強会を行っ
ています。

３. 院内サーベイランスの実施
 　 院内の感染症の発生状況を明確化し感染対策の評価

と改善に努めています。
４. ICT ミーティング・ラウンドの実施
 　 週 1回ミーティング・ラウンドを行い、抗菌薬が適

正されているか、現場で感染対策が正しく実施され
ているかなどを確認し、必要時はアドバイスや指導
を行っています。

５. 感染拡大防止
 　 感染症の患者様が発生した場合、速やかに感染防止

できるように現場への指導を行い、感染拡大防止に
努めています

６. 抗菌薬使用に関するモニタリングと適正使用への介入
 　 ICT ミーティングを週１回開催し、ICD（インフェ

クションコントロールドクター）に相談を行い、抗
生剤適正使適正使用を行っています

７. 院内感染対策マニュアルの作成・改訂
 　 I 各部署共通のマニュアルと部門別のマニュアルを

作成し、改訂を行っています。
８.  職業感染対策（血液・体液暴露事故防止・流行性ウィ
ルス疾患など）

 　 I 血液・体液暴露事故防止のため、ラウンド時に指
導や、防護具の選定等を行っています。

 　 I また、インフルエンザや感染性胃腸炎の流行時期
には勉強会を看護部やコメディカル部門で勉強会を
行っています

９.  ファシリティマネジメント（洗浄・消毒・滅菌・医療
廃棄物・空調設備、リネン、清掃管理）

　　　 廃棄物が適正に分別できているか、ラウンドを行っ
たり、マニュアルの作成や勉強会を実施したり、
清掃委託業者への清掃方法の指導も行っています。

10. コンサルテーション
 　 I 院内や関連病院からの相談対応を行っています。
11. 地域との連携
 　 I 東京都病院協会主催の足立区感染ネットワークや

足立保健所主催の結核コホート検討会に定期的に出
席を行い、地域の感染対策に関する情報共有を行っ
ています。

 　 I また、足立保健所と共同でエボラ出血熱対応訓練
も行いました。

12. 成果発表
 　 I 日本環境感染学会や小児感染症学会、博慈会医療

セミナーで発表をしました。

特 色



2017年度　博慈会記念総合病院 診療案内

49

看護部門・医療技術部門・管理室のご案内
医療安全管理室

スタッフ

基本理念

業務内容

医療安全に関する具体的提案

■ 専従医療安全管理者　　辰口　俊夫

　博慈会記念総合病院　医療安全管理指針に基づき、それぞれの医療従事者の個人レベルでの事故防止対策と、医療
施設全体の組織的な事故防止対策の二つの対策を推し進めることによって、医療事故の発生を未然に防ぎ、患者様が
安心して安全な医療を受けられる環境を整えることを目標としています。
　医療安全管理室は医療安全管理部委員会と医療安全管理対策委員会で決定された事項を組織横断的に実施管理する
ために設置されています。

　医療安全管理部委員長（吉村副院長）・医療安全管理対策委
員長（竹中副院長）である2名の副院長の指導のもと以下の業
務を行っています。

● 各部門の職場責任者から構成された医療安全管理部委員会
を、毎月1回開催。
● 各部門のリスクマネージャーから構成された医療安全管理対
策委員会を、毎月1回開催。
● 週1回の医療安全カンファレンスの実施。

● インシデント・アクシデント報告の集計・分析を行い、表やグ
ラフを用いて分かりやすい形で委員会を通じ各部門へフィード
バック。
● 全職員を対象とした年2回の医療安全管理のための研修の
実施。（写真1・2）
● 新規入職者へ対し、医療安全に関するオリエンテーションの
実施。
● 患者様からの相談に対し、医療安全に関する問題について誠
実に対応。

● エスカレーター転倒防止対策として注意喚起の掲示を大きく
する。（写真3・4）
● 付き添いの人用に名札プレートを用意。（写真5）
● 検査パニック値の報告について、外来１名体制の科に対しての
バックアップ体制を作る。
● 特定健診・企業健診の検査パニック値の報告の連絡方法の
確立。

● 手に取った時に滑りやすく割れやすいアンプル薬を薬剤部と
連携し、割れにくいバイアルタイプに変更。（写真6）
● 患者急変時の呼び出しコールの再確認と見直し。
● 患者の食物アレルギー情報が栄養科からどのように外部委託
業者に伝わっていくのかを他部署のスタッフが見て分かるよう
なフローチャートを作成。
● 無断離院時の対応フローチャートの見直し。

　医療安全対策加算1を取得し、組織的な医療安全対策を実施。
●平成28年度対象症例数 4,942症例
●インシデント・アクシデント報告数
　　平成28年度 1,303件　　月平均 108.6件

平成28年度　実績

（写真1）

（写真2）

（写真3）

（写真5） （写真6）

（写真4）
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関連施設のご案内

医師紹介

院　長 小倉　篤
資格・その他
金沢医科大学（平成2年卒業）

■名誉院長 瀬田　健一 日本医科大学
（昭和36年卒業）

■内科部長 猪股　出 長崎大学医学部
（昭和48年卒業）

■内 科 医 小川　剛 日本医科大学
（昭和43年卒業）

■整形外科医澤本　温史 日本大学医学部
（昭和62年卒業）

長寿リハビリセンター病院

医療区分３ 医療区分２ 医療区分１

25％ 61％ 14％

療　養　病　棟（156床）
●対象疾患
　・難病
　・パーキンソン病関連疾患
　・脊髄損傷、頚椎損傷
　・慢性閉塞性肺疾患
　・肺気腫
　・悪性腫瘍
　・認知症
　・感染症
　・褥瘡

●対象となる状態
　・医師および看護師により常時管理が必要
　・点滴【 末梢点滴・24時間持続点滴・中心静脈栄養（CVポート可）】
　・気管切開が行われている状態
　・人工呼吸器使用
　・酸素療法
　・輸血療法
　・経鼻胃管や胃瘻などの経腸栄養
　・頻回の喀痰吸引を実施
　・頻回の血糖測定を実施
　・インスリン投与
　・医療用麻薬などの薬剤投与
　・創傷（手術傷や感染傷を含む）処置
　・ 皮膚潰瘍または下腿もしくは足部の蜂窩炎、膿などの感染症に対する
治療を実施

平成28年度　診療実績
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対象疾患および状態

Ⅰ 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、
多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後若しくは手術後の状態、義肢装着訓練を要する状態

Ⅱ 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節若しくは膝関節の骨折又は2肢以上の多発骨折の発症後又は手術後の状態

Ⅲ 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態

Ⅳ 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経・筋又は靭帯損傷後の状態。手術後の状態

Ⅴ 股関節又は膝関節の置換術後の状態

実績2　在宅復帰率
　平成28年度在宅復帰率　⇒　94％

実績1　疾患名《平成28年度　患者比率》
疾患名 状態 割合

頚椎損傷 Ⅱ 1%
頚椎症脊髄症 Ⅳ 1%
頚椎後縦靭帯骨化症 Ⅱ 1%
髄膜腫 Ⅱ 1%
脊髄損傷 Ⅱ 1%
腰部脊柱管狭窄症 Ⅱ 4%
胸・腰椎圧迫骨折 Ⅱ 22%
腰椎椎体骨折 Ⅱ 2%
腰椎破裂骨折 Ⅱ 1%
骨盤骨折 Ⅱ 3%
人工股関節置換術後（リウマチ） Ⅴ 2%
変形性股関節症 Ⅴ 1%
大腿骨骨幹部骨折 Ⅱ 1%

大腿骨頚部骨折
Ⅱ 8%
Ⅴ 8%

疾患名 状態 割合
大腿骨転子骨折 Ⅱ 25%
人工膝関節置換術後（リウマチ） Ⅴ 1%

変形性膝関節症
Ⅱ 5%
Ⅴ 3%

膝蓋骨骨折 Ⅱ 1%
脛骨高原骨折 Ⅱ 1%
足関節内果骨折 Ⅱ 1%
脳梗塞（ラクナ・脳幹・アテローム） Ⅰ 5%
心原性脳塞栓症 Ⅰ 3%
脳腫瘍 Ⅰ 1%
外傷性脳内出血 Ⅰ 1%
廃用症候群 Ⅰ 15

156 床（個室 12部屋）の長期入院が可能な療養病
棟では経管栄養をはじめ、中心静脈栄養・気管切開・
酸素療法、そして定期的な輸血など、医療必要度が高
く、自宅や施設での療養が困難な患者さまを多く受け
入れております。
また、人工呼吸器使用の患者さまを受け入れるため
体制を整えております。
35 床（個室 1部屋・2人室 3部屋）の回復期リハ
ビリテーション病棟には整形外科の術後や骨折等、保
存的治療後の患者様に対して、日常生活自立度（ＡＤ
Ｌ）を向上させ、家庭復帰を目的とした集中的なリハ
ビリテーションを行っております。
医師、看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉
士、栄養管理士などの専門職種が共同で患者様に合っ

たプログラムを作
成し、出来る限り
ご希望に添える形
の退院を目標に、
入院時からサポー
トさせていただい
ております。リハ
ビリの評価で直ぐ在宅に戻れない場合でも、病院内に
ある療養病棟に移動いただけます。
当院での診断や治療が困難と判断された患者さまに
対しては、隣接する博慈会記念総合病院各診療科の医
師と連携し、往受診→検査→診断→治療を速やかに行
なう体制を整えております。

特 色

回復期リハビリテーション病棟（35床）
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平成28年度　診療実績
外来総患者数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥約1,450名／月
外来初診患者数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥143名／年

　当院は36床の血液透析ベッドを有する腎臓専門の
クリニックです。
　腎臓内科を専門外来として開設しており、腎炎から
保存期腎不全、腹膜透析および腎移植後の管理まで幅
広く診療を行っています。
　血液透析療法においては、最先端の機材と装置を完
備し、精度の高い水質管理を行い、常にクリーンな透
析液を供給出来る様努めています。データに基づいた
きめ細かい診療を専門医とともに経験豊かな臨床工学

技士、看護師が行っています。必要に応じて、博慈会
記念総合病院でのより高度な検査を受けられ、状況に
より速やかに入院加療が可能な体制も整えています。
管理栄養士の栄養管理のもと透析食を提供させて頂い
ており、車いす対応の送迎車を使用しての送迎システ
ムも完備しています。安全で快適な質の高い治療を提
供出来る様、スタッフ一同努めています。

特 色

外来担当表

腎臓内科

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 非常勤 － － 非常勤 － 大沢

午後 － － － 腹膜透析 － －

人工透析

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 大沢 大沢 非常勤 大沢 大沢 大沢

午後 非常勤 － 非常勤 － 非常勤 －

地域連携担当医（ご紹介ならびに相談）

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 大沢 大沢 － 大沢 大沢 大沢

午後 大沢 大沢 － 大沢 大沢 大沢

院　長 大沢　弘和
資格・その他
日本腎臓学会認定専門医
日本透析医学会認定専門医
日本内科学会認定総合内科専門医
身体障害者指定医（腎臓）

スタッフ

■非常勤 他2名 日本腎臓学会認定専門医
日本透析医学会認定専門医

関連施設のご案内
博慈会腎クリニック
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博慈会居宅介護支援事業所は、平成 12 年 4 月、介護保険制度
開始と同時に開所しました。介護保険と一緒に歩んで来た事業所
です。
当事業所は、専任介護支援専門員 4名（うち主任介護支援専門
員 1名）が実務についております。
医療、介護、福祉に精通した介護支援専門員がチームで協力し
ながら、皆様の状態に合わせたケアプランの作成等を行っており
ます。

主な業務内容  
　■ 在宅介護に係る相談への助言
　■ ケアプランの作成及び調整
　■ 介護保険に係る申請代行（要介護認定及び更新手続き代行）
　■ 施設サービスの申し込みや連絡調整
　■ 介護支援専門員向け法定研修への協力
　■ その他啓蒙活動

　● 営業地域　　足立区及び隣接区

　● 営業時間　　平日土曜日の午前8時30分～午後5時15分
　　　　　　　　（日・祝日、年末年始は休業）

　● 連 絡 先　　博慈会居宅介護支援事業所
　　　　　　　　　直通電話 03－3856－7511
　　　　　　　　　FAX 03－5839－3568

平成28年度　介護度別ケアプラン作成件数  

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計

男性 45 146 96 76 25 388

女性 57 204 174 40 45 520

計 102 350 270 116 70 908

※当事業所は介護保険での居宅介護支援を行っております。
　予防の居宅介護支援は行っておりませんのでご了承下さい。

平成28年度　連携事業所及び医療機関数  

訪問介護 13 通所リハビリ 2 訪問薬剤師 3

訪問看護 5 通所介護 14 訪問歯科診療 5

訪問リハビリ 4 ショートステイ 5 福祉用具 7

訪問入浴 2 訪問診療 6

　介護保険の在宅サービス等を
適切に利用できるように居宅
サービス計画（ケアプラン）の
作成や介護サービス事業者との
調整等を行うことをいいます。
　これらの仕事を行うのが介護
支援専門員（ケアマネジャー）
です。

関連施設のご案内
博慈会居宅介護支援事業所
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2017年度　博慈会記念総合病院 診療案内

関連施設のご案内
博慈会高等看護学院 （平成29年5月現在）

スタッフ

学院長　清水　道生 副学院長　飯野　伸子 教務主任　田村　恵美

■ 他　専任教員11人
　　　 事務職員 3人

平成28年度　実績
①学生数　121名（１学年定員40名）

②国家試験合格率　96.7％（平成28年度卒業生）

③主な就職先（平成28年度卒業生）
　・博慈会記念総合病院：21名
　・長寿リハビリセンタ－病院：2名
　・ 東葛病院、苑田第一病院、新久喜総合病院、森山記念病院、東京労災病院、
　　国立国際医療センター、新座志木中央綜合病院：各々1名

● 「看護は芸術であり科学である。」という考えに基
づいて“生活している人間とは”“生命と健康と
は”を解きあかすことから学習が始まります。
　 人と人との心の交流から看とりの尊さを学びとれる
ようサポートします。そして、人ひとりの個性が一
層の輝きをますように、温もりのある教育環境を提
供しています。
● 人間的、技術的に優れた看護師を育成するため教
員一同取り組んでおります。看護学科は定員40名
で、高等学校を卒業あるいは大学入学資格試験に合
格した方が、基礎から3年間学びます。文学や人間
関係論なども含んだゆとりのあるカリキュラムで、
豊かな感性を養っております。

● 昭和46年の創設以来、2,100名を超える卒業生が、
実習先である博慈会記念総合病院や長寿リハビリセ
ンタ－病院をはじめ、全国の医療・福祉機関で活躍
しています。
● 奨学金制度を採用し、少しでも学生の金銭的な負担
を軽減する対策をとっています。
　（博慈会奨学金、東京都看護師等修学資金など）

特 色
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2017年度　博慈会記念総合病院 診療案内

　当クリニックは足立区の北西部舎人ライナーの見沼
代親水公園駅そばにあり内科、小児科及び整形外科の
三科体制で地域医療を担っています。
　当クリニックは一般財団法人博慈会の博慈会記念総
合病院（日本医科大学特定関連病院）の関連施設であ
り同病院の強いバックアップ体制が整っております。
内科だけでなく小児科、整形外科においても難治例、
重症例の場合や、高度な検査・治療、手術、リハビリ
テーションなど必要な場合には同病院で早急に対応し

て頂いています。また症状があるけれどもどの診療科
に受診したら良いか分からない場合でも適時診察をさ
せて頂き最適な診療科にご紹介させて頂きます。利便
性を図るために、同病院との間で患者様がご利用頂け
る送迎バスを運行しております。
　今後も安心と信頼を提供できるクリニックとして鋭
意努力致しますので何か気になる症状がありましたら
どんな些細なことでもご相談下さい。

特 色

月 火 水 木 金 土

午前 － － － 弓場 － －

午後 － － － 弓場 － －

月 火 水 木 金 土

午前 － 佐藤 飯塚 － － 宮下

午後 － － － － － －

スタッフ

博慈会田園クリニック

関連施設のご案内

平成28年度　診療実績
●外来患者数（20,055名）
　　内科（16,016名）
　　　初診‥‥‥‥‥ 2,926名
　　　再診‥‥‥‥‥13,093名
　　小児科（1,048名）
　　　初診‥‥‥‥‥‥ 658名
　　　再診‥‥‥‥‥‥ 390名
　　整形外科（2,988名）
　　　初診‥‥‥‥‥‥ 273名
　　　再診‥‥‥‥‥ 2,715名

●健診患者数
　　特定健診
　　　一　般：483人
　　　後　期：351人
　　　国保外： 30人
　　会社健診：242人
　　個人健診：143人

●整形外科 ●小児科

月 火 水 木 金 土

午前 西垣 小川 西垣 西垣 西垣 岡田

午後 西垣 小川 西垣 西垣 西垣 －

●内科

外来担当表

病院長 西垣　均
資格・その他
日本内科学会内科認定医
日本消化器病学会専門医
日本消化器内視鏡学会専門医
日本医師会認定産業医

■非常勤 岡田　憲明 博慈会記念総合病院 院長

■非常勤 他５名

※７月より整形外科にて、外来リハビリテーション（物理療法）を開始いたしました。（月・木曜終日）
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　私共、一般財団法人 博慈会は、22科306床を有

する博慈会記念総合病院を中心に、地域密着型医

療、幅広く対応出来る救急医療、高齢化社会への貢

献、高度専門診療を可能にする専門特化した診療体

制、充実した検査体制、最新設備の積極的導入に努

め、常に患者様本位の医療体制をご提供できるよう

日々、努力を重ねております。

　特に今年度は、更なる検査体制の充実、がん診療

の充実、専門性を重視した診療の充実、救急医療の

充実を目標に掲げ、高水準の集中的治療環境を実現

することで地域の中核医療を担う病院グループとし

て成長したいと考えております。また、東京都災害

拠点病院の重責を果たすべく、博慈会記念総合病院

を核に万全の救急体制に向け、更なる充実を図る一

方で、博慈会腎クリニックでの透析治療や長寿リハ

ビリセンター病院を中心に回復期並びに高齢化社会

への対応にも努めております。

　平成28年にスタートした博慈会医療連携患者支援

センターでは、患者様はもちろん、ご家族、地域の

かかりつけ医の先生方や医療機関、さらには施設、

事業所の方々からの様々なご相談やご依頼にも対応

させて頂くことで、地元足立区のみならず、川口

市、北区など周辺地域も含めた皆様のご期待に添え

る地域密着型病院グループを目指しております。

　私共、一般財団法人 博慈会の基本理念の三本柱

「地域医療に徹する」、「救急医療体制を確保する」、

「患者様本位の高度な医療を提供する」を軸に、時代

に適応した最良の医療を提供させて頂くことを職員

ひとり一人が常に心がけております。

　博慈会は、みなさまの健康に寄り添い、安心で生

き生きとした暮らしを医療で支えてまいります。

一般財団法人　博慈会
　　理事長　三瓶　広幸

　博慈会記念総合病院診療案内の発刊にあたり　

『地域の中核医療を担って』

私たち一般財団法人博慈会は、「地域密着型病院グループ」として、
　　　保健・医療・福祉のネットワークにより、皆さまの健康をサポートしてまいります。

博慈会腎クリニック

Healthcare foundation

長寿リハビリセンター病院

本館

別館

博慈会記念総合病院

本館

南館

別館
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平成29年8月1日現在

博 慈 会 記 念 総 合 病 院 附 属

健康管理センター
〒123－0864　足立区鹿浜5－11－1
フリーダイヤル：0120－311－100　TEL：03－3899－1311（大代表）

当センターでは、以下の健診（検診）を受け賜っております。
※人間ドック… 日帰りコース・1泊2日コース、脳ドック・肺ドック・

心臓ドック、その他各種オプションなどのコースがご
ざいます。

※健 康 診 断… 足立区特定健診、一般個人健診、企業団体健診、特殊
健診を行っております。

※乳がん検診以外の検診については、各専門外来で行っております。

健診（検診）項目 受付時間 月 火 水 木 金 土

人間ドック
午前8：30～12：00 ● ● ● ●
午後1：30～ 4：00 ● ● ●

健康診断
午前8：30～12：00 ● ● ● ●
午後1：30～ 4：00 ● ● ●

足立区乳がん検診 午後3：00～ 6：00 事前相談のうえ実施しております。

特殊・専門外来のご案内（予約制）
●博慈会記念総合病院
　〈内　　　科〉 足立区がん検診…事前相談のうえ実施いたしております。
 ※ 特定健診と乳がん検診は健康管理センター、歯周病検診

は長寿リハビリセンター病院にて実施しております。
　〈外　　　科〉 下肢静脈瘤外来…第４週の土曜日午前
　〈泌 尿 器 科〉 リプロ（不妊・性機能）外来…木曜日午後
　〈整 形 外 科〉 脊椎専門…月・金曜日午前 関節専門……･ 金曜日午前
　　※予約不要 側弯専門…月曜日午前 スポーツ専門…金曜日午前

　〈小　児　科〉 予防接種…月・木曜日午後 神経外来…水曜日午後
 乳児健診…木曜日午後 心臓外来…金曜日午後
 腎臓外来…土曜日午前 心理外来…水曜日午後
 アレルギー外来…金曜日午後
●長寿リハビリセンター病院
　〈歯科口腔外科〉 足立区歯周病検診…事前相談のうえ実施いたしております。
●博慈会腎クリニック
　〈腎 臓 内 科〉 腹膜透析…木曜日午後

厚生労働省臨床研修病院・東京都災害拠点病院

博慈会記念総合病院
〒123－0864　足立区鹿浜5－11－1
TEL：03－3899－1311（大代表）
URL：http://www.hakujikai.or.jp　E-mail：info@hakujikai.or.jp

外来診療科 受付時間 月 火 水 木 金 土

第1内科（呼吸器） 午前8：00～12：00 ○ ○ ○ ○ ○ ○
呼吸器外科 午前8：00～12：00 ○
第2内科（消化器） 午前8：00～12：00 ○ ○ ○ ○ ○ ○
第3内科（循環器） 午前8：00～12：00 ○ ○ ○ ○ ○ ○

第4内科（糖尿病）
午前8：00～12：00 ○ ○
午後1：30～ 4：00 ○

第5内科（神経内科） 午前8：00～12：00 ○ ○ ○ ○ ○ ○
内科総合外来 午後1：30～ 4：00 ○ ○ ○ ○ ○

放射線科
（診断・治療）

午前8：00～12：00 ● ● ● ● ● ●
午後1：30～ 4：00 ● ● ● ● ●

小児科
午前8：00～12：00 ○ ○ ○ ○ ○ ○▲

午後1：30～ 4：00 ▲ ▲ ▲ ▲
整形外科 午前8：00～12：00 ○△ ○ ○ ○ ○△ ○
※○は一般外来、△は特殊・専門外来、□は特定週の診療となります。
　各種とも塗りつぶしの印は、予約制となります。
※午前中の初診受付は、8時30分から受け付け開始となります。

外来診療科 受付時間 月 火 水 木 金 土

外科　※▲は第4週のみ 午前8：00～12：00 ○ ○ ○ ○ ○▲

乳腺科
 ■は第2・4週のみ予約診療

午前8：00～12：00 ■ ●
午後1：30～ 4：00 ●

脳神経外科 午前8：00～12：00 ○ ○ ○ ○ ○ ○
形成外科 午前8：00～12：00 ○ ○ ○ ○ ○ ○

眼科
午前8：00～12：00 ○ ● ○ ○ ○ ○
午後1：30～ 4：00 ● ○ ○ ●

耳鼻咽喉科
午前8：00～12：00 ○ ○ ○ ○ ○ ○
午後1：30～ 4：00 ○ ○

泌尿器科
午前8：00～12：00 ○ ○ ○ ○ ○ ○
午後1：30～ 4：00 ▲

皮膚科
午前8：00～12：00 ○ ○ ○
午後1：30～ 4：00 ○ ○ ○

リハビリテーション科
午前8：00～12：00 ● ● ● ● ● ●
午後1：30～ 4：00 ● ● ● ● ●

外来診療は日曜・祝日は休診となります。なお、急患は24時間いつでも受付をしております。
（内科系・循環器科・外科系・小児科担当の医師が常時院内待機しております。）

慢性期医療・回復期リハビリテーション施設

長寿リハビリセンター病院
〒123－0864　足立区鹿浜5－13－7　TEL：03－3899－7011（代表）

外来診療科 受付時間 月 火 水 木 金 土

内科 午前8：30～12：00 ○

ものわすれ外来 午後1：30～ 4：00 ●

精神神経科 午前8：30～12：00 ☆

歯科口腔外科
午前8：30～12：00 ● ● ● ● ● ●

午後1：30～ 4：00 ● ● ● ● ●

※○は一般外来、●は予約外来の診療となります。
※☆印は、再診の患者様のみの受付となります。

腎 臓 内 科 ・ 人 工 透 析 専 門 施 設

博慈会腎クリニック
〒123－0864　足立区鹿浜5－5－18　TEL：03－3856－7011（代表）

外来診療科 受付時間 月 火 水 木 金 土

腎臓内科
午前8：30～12：00 ○ ○ ○

午後1：30～ 4：00 ▲

人工透析
午前8：30～ 9：45 ● ● ● ● ● ●

午後1：30～ 5：00 ● ● ●

※○は一般外来、●は予約外来、▲は特殊外来（予約制）の診療となります。
※人工透析は、祝日も行っています。

外来診療日のご案内
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交　通　案　内

病院送迎バスの発着時刻と場所（H24.12.1～ ）

川口駅
京浜東北線

至川口

環状七号線

鹿浜橋
ランプ

東領家ランプ

鹿浜バス停

赤
羽
駅

王
子
駅

西
新
井
大
師
西
駅

西
新
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駅

日
暮
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・
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東
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線

至大宮

首
都
高
速
川
口
線

南館

本館

本館

博慈会腎クリニック

別館

別館

長寿リハビリセンター病院

博慈会高等看護学校

鹿浜橋バス停

産
業
道
路

鹿浜

博慈会記念総合病院

東武線 西新井駅西口
都営 日暮里・舎人ライナー 西新井大師西駅より 
東武バス 鹿浜都市農業公園行 鹿浜下車
国際興業バス （赤23）赤羽駅東口行 鹿浜下車
コミュニティーバス 鹿浜都市農業公園行 鹿浜下車

東武線 北千住駅西口より 
コミュニティーバス 博慈会記念総合病院行 終点下車

JR赤羽駅東口/東京メトロ南北線 赤羽岩淵駅より 
国際興業バス （赤23）西新井駅行 鹿浜下車

JR川口駅東口より 
国際興業バス 鹿浜領家循環行 鹿浜下車

高速道路より 
首都高川口線 鹿浜橋ランプ下車 約800m（右側）
東北道より川口線 東領家ランプ下車 約200m（左側）

下記のとおり、西新井大師西駅経由西新井駅、赤羽駅、川口駅への送迎バスを運行いたしておりますので、
病院へ来られる方はどなたでもご利用ください。

※無料送迎バスとなりますので、発着場所にバス停の表示はございません。
※病院発時刻以外は予定時刻ですので多少前後します。
※日曜日、祝日のバスの運行はありませんのでご了承下さい。
※道路状況により停車場所が前後いたしますので了承下さい。
※ 17:45 着の大型バスは路線バスの運行の妨げになるため降車場でお待ち下さい。

●西新井大師西駅経由西新井駅方面

●赤羽駅方面 ●川口駅方面

病院発 西新井駅
出発予定

西新井大師西駅
出発予定

病院
到着予定

 7:20  7:53 ★7:58  8:15
 8:35  8:50  8:55  9:15
 9:35  9:50  9:55 10:15
10:35 10:50 10:55 11:15
11:35 11:50 11:55 12:15
12:15 12:30 12:35 12:50
13:15 13:30 13:35 13:50
14:15▲ 14:30▲ 14:35▲ 14:50▲
15:15▲ 15:30▲ 15:35▲ 15:50▲
16:15▲ 16:30▲ 16:35▲ 16:50▲
17:30 17:45 18:10

▲…土曜日は運休

病院発 赤羽出発予定 病院到着予定
 7:00  7:53  8:15
 8:35  8:50  9:15
10:35 10:50 11:15
12:15 12:30 12:50
13:15 13:30 13:50
15:15▲ 15:30▲ 15:50▲
17:30 17:45 18:10

▲…土曜日は運休

病院発 川口出発予定 病院到着予定
 9:35  9:50 10:15
11:35 11:50 12:15
14:15▲ 14:30▲ 14:50▲
16:15▲ 16:30▲ 16:50▲

▲…土曜日は運休
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（7:58のみ）

（9:00～17:43）
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日
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環状七号線

東
武
西
新
井
駅

至
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(都営バス停後側）

（17:45 大型のみ）

（7:53大型のみ）

★西新井大師西駅 ★西新井駅


