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今回、私は災害訓練の企画・運営をさせていただきました。その中で、①災害医療センタ－の職員と
しての自覚をもつ、②各エリアでTeam Buildingを行う、③2次医療圏内の他施設との連携の確認の3
つを大きな目標として挙げさせていただきました。
国内では近年、阪神・淡路大震災、東日本大震災など大きな災害を経験してきました。これを受け、
国内の災害時の医療体制が見直され、DMAT(災害派遣医療チ－ム)などが編成されています。しかし、
このような組織に頼ってばかりもいられません。例えば、首都直下型や多摩直下型地震により、都内の
道路が遮断された場合、被災地内の医療機関は孤立化する可能性があり、その間、我々は「自助」で何と
か凌がなくてはなりません。そのためには、全職員が「自助」を認識する必要があります。今回、土曜日
の午後の訓練にも関わらず、これまでで最多となる職員が参加して頂けたのは、その自覚の現われと思
います。
今回の訓練では、エリア毎に「Team Building」を行っていただき、各エリアで同じ目標・方向性を持っ
て活動していただきました。これまでの災害訓練では、各エリアに集まり、何となく傷病者を診察し、
何となく入院させるといった「作業化」したものがありましたが、「Team Building」を行ってもらうこと
で、「意識した」訓練になったと思います。また、日頃、外傷患者の診察には馴染みがない先生方を対象
とした、事前の外傷勉強会や、各エリア毎の事前のmeetingを開催させていただきました。今後も「災
害医療」に関する知識を共有できるよう、努めていけたらと思います。
当院は北多摩西部地域の「災害拠点病院」であり、また「基幹災害拠点病院」でもあります。そのため、
多数の重傷患者を受け入れる体制作りが求められます。しかし、当院だけではすべての重傷患者を受け
入れることは困難なため、地域内・地域外の他施設との連携は必須です。今回の訓練では、昨年に引き
続き参加していただいた、立川市役所、共済立川病院、立川相互病院、立川中央病院に加え、武蔵村山
病院にも参加していただき、実際に患者搬送を行いました。今後とも、北多摩西部地域内での連携を進め、
同日に多施設で災害訓練を実施できればと思います。
最後に、今回は土曜日の午後にも関わらず、多くの職員や看護学生さんに参加していただきました。あり
がとうございました。

災害訓練災害訓練を振り返ってを振り返って

黄色エリア Building赤エリア Building

救命救急センタ－医長　金村　剛宗　
救命救急センター部長　長谷川　栄寿
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呼吸器外科は肺がんや縦隔腫瘍・自然気胸や膿胸などを中心とした胸

部・呼吸器の外科診療に従事しています。当科は現体制のもととなった

2008年度当初より胸腔鏡手術に力を入れており、幸い大きな合併症を

生じることなく10年を迎え、現在では約3/4が胸腔鏡手術となっていま

す。未だ多くの施設がいわゆる小開胸・胸腔鏡併用手術を行っています

が、当科での胸腔鏡手術は当初よりいわゆる完全内視鏡下手術であり、直

視下操作を行わないポート操作のみの手術を行っています。最近は自然気

胸などの良性疾患を中心にさらに傷が小さい、もしくは傷が少ない手術

（Reduced port surgery）も取り入れており、患者様からも好評を得てお

ります。また肺がんは本邦で最も死亡数の多い癌腫で、未だ増加を続けています。近年CTの発達と

ともにGGNと呼ばれる早期肺がんが発見される機会が増えています。非常に予後のよい肺がんで当

科でも縮小手術を中心とした対応をとっていますが、徒に手術に進むことはなく、まず専門医によ

る画像的な経過観察を行い、その上で機を逃すことなく手術介入することとしています。進行肺が

んでは癌遺伝子などをもととしたプレシジョンメディシン（精密医療）が一般化してきました。その

ため現在の肺がん診療では“大きな検体をいかに低侵襲で採取するか”が重要で、そのような組織診

断のための低侵襲外科手術の役割も増してきました。また局所進行肺がんや進行縦隔腫瘍に関して

は、総合病院であるメリットを活用して、他領域外科の協力のもとに、広範切除や気管支・血管形

成を伴うような拡大手術にも積極的に対応しています。また他領域癌腫からの転移性肺腫瘍に対し

ても、当該科の先生方のご指導・ご要望の下に積極的に低侵襲切除手術を行っております。当科は

地域の砦となる総合病院・がん診療連携拠点病院としての責任を果たすべく、地域の先生方のご指

導のもとに今後とも研鑽してまいる所存です。引き続き先生方の更なるご支援とご理解を賜ります

よう何卒よろしくお願い申し上げます。

呼吸器外科　医長
宮内　善広

呼吸器外科について呼吸器外科について

40歳代女性のReduced port surgeryの創部、
傷はほぼ見えません。
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日頃より大変お世話になっております。2017年4月から災害医療セン
ターにおいて婦人科が再開され約10ヶ月が過ぎました。急性期病院とし
て積極的に手術を施行することが我々の責務と考え、ゼロからのスタート
ではありましたが150件を超す手術を施行することができました。これ
も近隣の先生方の期待の表れと感じており、感謝の気持ちとともに身の引
き締まる思いでございます。
当科の特色は、良性手術は積極的に鏡視下手術を導入し、悪性疾患に対
しては根治を目指した手術を施行し、婦人科全領域の手術をカバーできる
点にあります。

良性卵巣腫瘍は大きさに関わらずほぼ全症例に腹腔鏡下卵巣腫瘍摘出術、または腹腔鏡下付属器
摘出術を施行しております。
子宮筋腫や子宮腺筋症に対しては大きさに対する適応を考慮し可能な限り全腹腔鏡下子宮全摘術
を導入しております。粘膜下筋腫に対しては長径7～8cmまでならば積極的に子宮鏡下筋腫核出術
の施行を考慮します。筋腫核出術に対しては可能な限り腹腔鏡補助下筋腫核出術にて対応しており
ます。
悪性腫瘍に対しては現在のところ開腹手術を基本とし、広汎子宮全摘術や骨盤リンパ節郭清、傍
大動脈リンパ節郭清まで対応致します。近いうちに悪性疾患への腹腔鏡下手術の導入を検討してお
ります。
最後に、皆様に最もお話ししたいこととして骨盤臓器脱に対する手術の話をさせていただきます。
大学在籍中より個人的に、婦人科で脈々と続いている腟式手術に興味を持ち積極的にVTH＋repair
の手術を執刀させてもらいました。数年前に広まった経腟的メッシュ手術は、ブラインドで行うた
め重篤な合併症が問題となり、関連学会では最近改めてVTH＋repairが見直されております。また
可視下に施行でき再発率が最も少ない腹腔鏡下仙骨腟固定術（LSC）がゴールドスタンダードとして
広まりつつあります。高度な技術を要する手
術でありますが当科でも積極的に導入し患者
様に好評です。経腟分娩により子宮脱になっ
てしまったが、もう1人子供が欲しいと悩ん
でいる患者様への対応は非常に苦慮するもの
がありました。しかし当科ではこのような患
者様にも十分満足がいくように、子宮温存の
LSC変法にて対応致します。
多摩西部の患者様が安心してより高度な治
療をここ立川で受けることができるように、
そして皆様の信頼を得る診療を行うため日々
修練しております。手術が必要と思われた患
者様はとりあえず当科へご紹介いただければ
幸いです。

婦人科　医長
椙田　賢司

婦人科について婦人科について

腹腔鏡下仙骨腟固定術
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医療連携ニュース「かけはし」へのご意見ご感想を
お待ちしております。ご連絡は地域医療連携室まで。

【地域医療連携室】
TEL：042－526－5613　FAX：042－526－5547

Eメール：renkei@tdmc.hosp.go.jp

当院へご紹介いただいている診療所様

出張講座のご案内 皮膚排泄ケア認定看護師　浅野綾子

　災害医療センターでは、地域
の皆様の健康を支援し、また慢
性疾患を持った方も疾病と共に
生活できるようお手伝いをして
いきたいと考え、「出張講座」を
開設しました。
　「出張講座」とは、地域の皆
様に当センター看護師が持つ、
専門的知識・技術などを提供す

るための講座です。分野は9つあり、テーマは12あります。
　私の担当する分野は皮膚・排泄ケアでテーマは「正しいお肌の
お手入れについて」と「ストーマケアについて」です。
　12月に「正しいお肌のお手入れについて」を保育園の保育士
さんに向けて行いました。日頃、子供と一緒に外に出る機会の多
い保育士さんは、紫外線による日焼けなど肌への関心が高いこ
とがよくわかりました。
　今までの講義では、院内や医療者向けの内容が多かったため、
地域の方々と関わる機会を今回持つことが出来たのはとても有
意義でした。
　地域の方が、どんなことに興味や関心があるのかを知ること
ができ今後の出張講座に活かしていきたいと思います。
　当院の出張講座は多くのテーマがありますので、御興味があれ
ば、ぜひお申し込み頂ければと思います。

皮膚排泄ケア認定看護師
左　志賀 美和　右　浅野 綾子

【お問い合わせ】
〒190－0014　立川市緑町3256
災害医療センター　看護部長　大柴福子
TEL：042－526－5511（代表）／ FAX：042－526－5535

●日時：平成30年5月25日（金）　14：00～16：00
●対象：どなたでも参加出来ます
●場所：災害医療センター　４階　地域医療研修センター

参加無料

心肺蘇生AED～市民が行う心肺蘇生法～

.... Information1 ....
第46回　市民公開講座

●日時：平成30年6月21日（木）　10：30～12：30
●対象：どなたでも参加出来ます
●場所：災害医療センター　４階　地域医療研修センター

参加無料

膵癌・胆道癌の治療について（仮）

.... Information2 ....
第47回　市民公開講座

鈴木慶やすらぎクリニック あおば内科クリニック 岡部医院 立川内科クリニック
東大和循環器科内科 武蔵村山さいとうクリニック 関皮フ科クリニック 砂川医院
立川新緑クリニック 半田医院 藤井医院 立川相互ふれあいクリニック
ながせ皮フ科 林整形外科 たにざわ歯科クリニック やましたクリニック
東大和病院附属セントラルクリニック たちかわファミリークリニック こうた皮膚科泌尿器科クリニック 浅見胃腸科外科医院
ふじさわクリニック 新城医院 金光クリニック 井上レディースクリニック
中央大学保健センター 平田循環器内科 多摩健康管理センター アイエスクリニック
立川北口駅前クリニック 奥住循環器内科クリニック 菅家医院 石井医院
たはらほほえみクリニック おさか内科・整形外科 渡辺眼科クリニック 立川北口健診館
厚生連クリニック・ＪＡ東京健康管理センター 竹田医院 ナビタスクリニック立川 めぐろクリニック
つづきクリニック 重城内科クリニック 芦谷眼科 泉医院
井上整形外科クリニック しんクリニック 竹口病院 クラ矯正歯科クリニック
豊泉胃腸科外科 クリニックファーレ 古岡整形外科 ことり歯科クリニック
高木病院 東大和てらだ歯科クリニック かとり耳鼻咽喉科 大田医院
ゆうがお歯科医院 尾崎胃腸科外科医院 まつむら歯科　立川診療所 柏町内科
立川中央病院附属健康クリニック ふじの歯科医院 おおたか脳神経外科・内科 近藤皮膚科
植ビルクリニック メディカルボックス東大和 辻クリニック 今井医院
野口医院 おぜきクリニック 国立メディカルセンター  土橋脳神経外科 立川若葉団地クリニック
宮本整形外科医院 みのやまクリニック立川 石田クリニック 市川矯正歯科医院
さいとう歯科医院 まこと整形外科 山下皮膚科医院 永井産婦人科病院



担当科 月 火 水 木 金

不整脈センター 循環器内科
9:00～15:00 9:00～15:00 9:00～12:00 9:00～12:00 9:00～12:00
佐々木毅 佐々木毅 矢部 鈴木 山下

脳血管内治療センター 脳神経外科
13:30～16:00 13:30～16:00

重田 八ッ繁

人工関節センター 整形外科
15:00～16:30 14:30～16:30 14:30～16:30 14:30～16:30 14:30～16:30

関 張 関 松崎 島谷

貧血外来 血液内科
9:00～11:00

関口

リンパ腺の腫れ外来 血液内科
随時ご相談ください 随時ご相談ください

能登 能登

ものわすれ外来 神経内科
13:30～16:00 12:30～13:00 12:30～13:00 13:30～14:00

古木 大林 大林 大林

たちくらみ・失神外来 神経内科 10:00～11:00 10:00～11:00
循環器内科 大林・矢部 大林・矢部

膵ぞう・胆のう・肝ぞう外来 消化器・乳腺外科 9:30～11:30
消化器内科 伊藤・佐々木善

遺伝性血管性浮腫（HAE）相談外来 消化器内科
9:30～11:00 9:30～11:00
佐々木善 佐々木善

ぜんそく・COPD外来 呼吸器内科
9:00～11:30 9:00～11:30 9:00～11:30 9:00～11:30

上村 乾 高田 石田

胸部異常陰影外来 呼吸器内科 13:00～15:00 13:00～15:00 13:00～15:00 13:00～15:00 13:00～15:00
呼吸器外科 上村 宮内 高田 石田 宮内

アトピー・アレルギー外来 皮膚科 14:30～16:30 14:30～16:30
小児科 千葉・中村・横内 千葉・中村・横内

発達・思春期外来 小児科
14:00～16:30
第1、3、4週
秋林

頭痛外来 脳神経外科
10:00～12:00 10:00～12:00

正岡 正岡

転移性骨腫瘍外来 整形外科
14:00～16:00

松崎

50歳を過ぎたら骨の健康外来 整形外科
14:30～16:30

関

ひざあし股関節の痛み外来 整形外科
9:00～12:00 9:00～11:00

宗田 宗田

下肢スポーツ整形外科外来 整形外科
14:30～16:30
島谷・宗田

コルポスコピー外来 婦人科
14:00～15:30 14:00～15:30
椙田・村瀬 椙田・村瀬

女性総合外来

骨盤臓器脱 婦人科
10:00～11:30 9:00～11:30 9:00～11:30 10:00～11:30

椙田 椙田 椙田 椙田

更年期障害 婦人科
14:00～16:00
（第1、３週）

村瀬

排尿障害＋骨盤臓器脱 泌尿器科
9:00～11:30

金城

キズ・やけど・傷跡外来 形成外科
9:00～11:00
藤原・溝渕

皮膚レーザー外来 形成外科
14:00～15:00
第2、4週

藤原・石澤・橋本

乾癬・光線外来 皮膚科 14:30～16:30 14:30～16:30
千葉・中村 千葉・中村

フットケア外来

皮膚科 14:30～16:30
糖尿病・内分泌内科 第１、３、５週

形成外科 千葉・中村
循環器内科 田口・藤原・近江

トラベルクリニック 小児科
9:00～15:00 9:00～15:00 9:00～15:00 9:00～15:00 9:00～15:00

横内 横内 横内 横内 横内

ドライマウス（口腔乾燥）外来 歯科口腔外科
9:00～11:00

西村

かみあわせ・アゴの変形外来 歯科口腔外科
9:00～11:00

岩成

口腔粘膜疾患外来 歯科口腔外科
9:00～11:00

岩成

歯科インプラントトラブル外来 歯科口腔外科
9:00～11:00

岩成

いたみの外来 緩和ケア内科 11:00～11:30 11:00～11:30
ペインクリニック外科 白澤 白澤

緩和相談外来 緩和ケア内科 9:00～10:30 9:00～10:30
ペインクリニック外科 白澤 白澤

※専門外来受診は原則紹介状が必要となります。

センター・専門外来担当医一覧表
独立行政法人国立病院機構　災害医療センター 平成30年3月1日現在



月 火 水 木 金

内
　
　
　
　
科
　
　
　
　
系

初診・再診（予約外） 総合診療科 森木 森田 交替制（午前）
交替制（午後）

森田（午前）
交替制（午後）

杉山（午前）
交替制（午後）

予
　
約
　
診
　
療

血　液

関口 竹迫 関口 竹迫 栗本
伊藤 栗本 交替制 能登

竹迫（午後）
能登 栗原

糖尿病・内分泌 田口（午前） 田口（午前） 田口（午前） 樋口（午前） 日髙（午前）
日髙（午前） 田口（午後） 鈴木（午前）

腎　臓 羽田 村野 守尾 守尾（午前） 海老島

神経内科
古木

（午後）（紹介） 大林 大林 古木 大林

高岡（午前） 松田（午後）

呼吸器 上村 乾 高田 石田 毛利
高田 石田 乾 上村

消化器

上市 島田（午前） 佐々木 大野 石坂（午前）
（消）新患
（午前） 上條（午後） （消）新患

（午前）
（消）新患
（午前） 木谷（午後）

（消）担当
（午後）

（消）新患
（午前）

（消）担当
（午後）

（消）担当
（午後）

（消）新患
（午前）

（消）担当
（午後） 永島（午後） （消）担当

（午後）

循環器

近江（紹介） 新患担当 大野（紹介） 清水（鈴木）
（紹介）

清水（山下）
（紹介）

佐々木 佐々木 清水 大野 近江
鈴木（午後） 山下 松本 榊原 秋元（午後）
矢部（午後） 神山（午後） 福島

ペースメーカー
（午後）

矢部（1・2週）
鈴木（3・4週）

女性外来 永　島
（予約制）

膠原病リウマチ
（紹介含） 千葉（午前） 満尾 満尾（午前） 満尾 石山

禁煙外来（予約診療のみ） 清水（午後）

精神科 初　診
再　診 山下

小児科
初診/再診 横内 秋林 横内 秋林 横内（1・3週）

山田（2・４週）
初診/再診
10:30～ 秋林 横内 秋林 横内 秋林

外
　
　
　
科
　
　
　
系

消化器・乳腺外科

初　診 深堀 山岸 高橋 末松 齋藤
再診・専門外来 伊藤 若林 伊藤 深堀 若林
画像検査
予約再診 交替制

救命救急科 再　診 霧生 吉岡 岡田
本間（1週）

脳神経外科 初診･再診 早川 八ツ繁 百瀬 住吉 重田
再　 診 正岡 百瀬 重田 八ツ繁 早川

呼吸器外科 初診･再診 宮内 宮内
再診 大貫（午後） 大貫（午後）

心臓血管外科 初診･再診 髙橋（午前） 新野（午前） 新野（午前）

整形外科

初　 診 関（予約制） 小川（予約制） 幸若 松崎（予約制） 島谷
小川 張

再　 診
松崎（午後） 長谷川（午前） 松崎 島谷 関

幸若 永澤（午前）
宗田（午前） 張（午後）

術前診外来（麻酔科） 窪田 交替制

婦人科 初診・再診 村瀬 村瀬 椙田 椙田 村瀬
中島 東 村瀬 村瀬 松野

泌尿器科 初診・再診 小田金 奴田原/中村 小田金（午前） 小田金
長嶺 小田金 長嶺 長嶺

耳鼻咽喉科 初診・再診 志村 小宅 庄司

眼　科 初診・再診 大西 大西 大西 大西 大西
山田 山田（午前） 﨑元 寺田（午後）

形成外科 初診･再診
藤原 藤原 藤原

溝渕 交替制
（再診のみ） 橋本 交替制

（再診のみ） 石澤

皮膚科 初診･再診 千葉 千葉 千葉 千葉 千葉
中村 中村 中村 中村 中村

放射線科 初診･再診 有賀 福田

歯科口腔外科 初診･再診
岩成 岩成 岩成 岩成 岩成
西村 島田 西村 西村 西村

西村 西澤 西澤 島田

外 来 担 当 医 一 覧 表
独立行政法人国立病院機構　災害医療センター 平成30年3月1日現在


