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基本方針 

１．「からだ」・「こころ」・「いのち」を一つと観る全人的医療を行います。 

２．患者さんと家族に信頼され、地域で喜ばれる病院を目指します。 

３．誇りと願いをもち、温かいふれあいを実践します。 
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立正佼成会附属佼成病院ニュース 



 

  この度、病院長に就任致しました。長い歴

史と伝統のある佼成病院の重責を授かり、そ

の責務の重さに身の引き締まる思いが致しま

すとともに、その名に恥じぬように精一杯精

進致す所存であります。 

 そして病院の更なる発展のために粉骨砕

身努力する事をお誓い致します。職員皆様

のご理解、ご協力、先輩諸氏のご指導、ご鞭

撻をよろしくお願い申し上げます。 

 昨年度は、新病院が稼働を始め、院長、

副院長のもとに多くのプロジェクトが推し進め

られ、経営の好転化、対外的な評価の急上

昇、地域における役割の増加を図る事が出

来ました。これは職員一人ひとりの血と汗の

結晶であり、努力の賜物であります。地域の

皆様が安心して受診出来、信頼して頂ける

様な病院をつくりたいと思っております。 

 日本の医療制度は現在、幾つかの問題点

を抱えております。その最大のポイントは勤務

医の不足、勤務医労働環境の苛酷さである

と思われます。改善に向けて努力はされ、良

い方向に向かいつつありますが、今後、国民

の為により良い医療制度を作り上げるために

は、制度の改革、議論が必要になると思わ

れます。 

 本院としても職員に納得して頂き、かつ、

国民の皆様のためになる解りやすい組織を

作り上げるべく、制度の整備や改革を積極

的に進めていきたいと思います。 

 人は責任を持っている時にのみ、責任を

持って行動することが望めると思われます。

また、医師は高い道徳観を持っていなけれ

ば良い医師とは言えません。私たちがどの様

な病院つくりを目指しているのか、希望する

ような未来を築けるかどうかは、あくまでも私

たち一人一人の現時点での行動と選択によ

るものと思われます。そしてこの組織が必要

としているものは全職員の良心と勇気です。

佼成病院のみならず、日本の医学界全体が

大きな危機に直面している今、職員の皆様

が佼成病院を愛する気持ちをより一層強く

持ち、活動されることを切望致します。 
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院長就任挨拶  

院長 甲能 直幸 



 平成27年4月1日、立正佼成会附属佼成

病院の看護部長に着任いたしました。 

 私は、昨年度まで杏林大学医学部付属

病院に勤務し、長年、高度急性期医療に

従事して来ました。この度、このような大役

を仰せつかり、責任の重大さに身の引き締

まる思いです。 

 医療を取り巻く環境は大きく変化していま

す。超少子高齢多死社会を迎えるにあた

り、更に病床の機能分化が進み、入院医療

の充実だけでなく、地域医療連携、在宅医

療推進が求められています。 

このような背景の下、佼成病院は、急性

期、療養、緩和ケア病床を有するケアミック

ス病院として、急性期を維持しつつ、それ以

外の医療機能をカバーすることで在宅への

道筋をつけていける体制を整えることが使

命と考えます。 

 看護職は、診療や治療に関連する業務を

行い、患者さんの病気に関する問題だけで

なく、その人らしく生きるための療養生活に

おける支援まで幅広くかかわり、医療チーム

においてはキーパーソンとしての役割が期

待されています。さらに、直接的な看護ケア

の実践、患者さんの擁護者として意思決定

への支援、チームにおける職種間の連携の

ためのコーディネーターなど多岐に渡る役

割を担っています。 

そこで、看護部としても、これらの役割を十

分果たせる人材の育成に加え、多職種間

のチーム医療やチーム間の連携、そして地

域との連携をより一層推進するための体制

作りをしていきたいと考えます。また、立正

佼成会の本院設立の理念（真観）に基づ

き、誕生から看取りまで幅広いケアができ

る、深い知識に裏付けられた技術と判断力

を備え、かつ大きな温かい心と思いやりのあ

る「知」と「情」のバランスのとれた看護職員

の育成に努めたいと思います。 

 着任したばかりで、今は手探りの状況です

が、「笑顔」「やさしさ」「公明正大」をモットー

として、一歩一歩着実に前進して行きたいと

思います。 

 今後、皆様のお力添えをいただき、佼成

病院の発展のために精一杯務めたいと思い

ます。どうぞ、ご指導のほどよろしくお願い申

し上げます。 
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看護部長就任挨拶  

看護部長 根本 康子 



整形外科部長 

小谷 明弘 

平成27年4月入職 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科部長 

丸野 秀人 

平成27年4月入職 

整形外科医長 

鈴木 啓司 

平成27年4月入職 

整形外科 

大野 公宏 

平成27年４月入職 

麻酔科部長 

石川 剛史 

平成27年4月入職 

産婦人科 

井上 慶子 

平成27年4月入職 

産婦人科 

宮﨑 典子 

平成27年4月入職 

眼 科 

二宮 夕子 

平成27年4月入職 

皮膚科 

原 真喜子 

平成27年4月入職 

内科（腎臓リウマチ膠原病） 

早川 哲 

平成27年4月入職 

産婦人科 

中島 有紀 

平成27年4月入職 

整形外科 

渡邊 浩志 

平成27年4月入職 

内科（消化器） 

竹内 眞美 

平成27年4月入職 

内科（消化器） 

勝呂 麻弥 

平成27年4月入職 

内科（消化器） 

深澤 友里 

平成27年4月入職 

眼 科 

吉田 ゆみ子 

平成27年１月入職 
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新入職医師紹介 

小児科 

安藤 理恵 

平成27年4月入職 

外 科 

横山 政明 

平成27年4月入職 

外 科 

片岡 功 

平成27年4月入職 

泌尿器科 

大塚 則臣 

平成27年4月入職 

内科（呼吸器） 

蘇原 慧伶 

平成27年4月入職 

循環器内科 

武本 和也 

平成27年4月入職 

形成外科 

刑部 瑶子 

平成27年4月入職 

研修医 

鶴田 成昭 

平成27年4月入職 

外科（乳腺） 

伊美 建太郎 

平成27年4月入職 

健康管理室 

湧川 温子 

平成27年4月入職 

耳鼻咽喉科 

小野 修平 

平成27年4月入職 
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内科（呼吸器） 

辻本 直貴 

平成27年4月入職 



平成27年4月1日現在
杉並区和田2-25-1

立正佼成会附属佼成病院
03-3383-1281（代表）

月 火 水 木 金 土 備　考

担当医 宮島 豪 安彦 壮一郎 担当医 片桐 誠一朗 担当医 ★は予約制

担当医 松永 直久

山本 圭 山本 圭 田邉 秀聡 田部井 弘一 田部井 弘一 竹内 眞美

班目 明 酒井 義浩 勝呂 麻弥 酒井 義浩 深澤 友里

午前 小路 仁 髙橋 孝幸

午後 　 ★早川 哲 ★小路 仁

午前 松浦 宏之 松浦 宏之 松浦 宏之 山下 真平

午後 ★高木 三貴 ★岩下 紋子 ★山下 真平

神経 午前 岩崎 正知 岩崎 正知

午前 蘇原 慧伶 高田 佐織

午後 ★蘇原 慧伶 ★高田 佐織

午前 中野 正寛 中野 正寛 中野正寛・大下隆司 中野 正寛 中野正寛（第4は休診） 完全予約制/初診は紹介状必要

倉山 亮太 倉山 亮太 倉山 亮太 鈴木 善太 倉山/3週のみ鈴木 交替制

鈴木 善太 鈴木 善太 安藤 理恵 牧野 篤司 山本 明日香 交替制

渡邉 佳子(小児外科)

安藤 理恵 安藤 理恵 牧野 篤司 安藤/3週のみ倉山 牧野 篤司

渡邉 佳子(小児外科)

専門外来 ｱﾚﾙｷﾞｰ・牧野 腎臓・楊/倉山 乳児健診・牧野/安藤 心臓・鈴木 神経・宮田

柳田 修 白山 才人 長尾 玄 山口 高史 橋本 佳和 横山 政明

片岡 功 藤原 愛子 （第4週のみ交替制）

午後 柳田(第1.3.5) ★長尾 玄 ★橋本 佳和 ★は予約制14：00～15：30

午前 橘 啓盛

午後   ★橘 啓盛 ★呼吸器13：00～15：00

肛門 午前 内山 正一

午前 伊美 健太郎 伊美 健太郎 伊東 大樹(11時まで) 伊美 健太郎 伊美 健太郎

午後 ★伊美 健太郎 ★伊美 健太郎 ★伊美 健太郎 ★乳腺13：00～14：00

脳神経外科 午前 中西 肇 神林 幸直 北川 亮・交替制 中西 肇 青木 健 1.3中西/2.4.5北川

小谷 明弘 小谷 明弘 丸野 秀人 小谷 明弘 小谷 明弘 鈴木 啓司

大野 公宏 鈴木 啓司 新井 謙太郎　 大野 公宏 丸野 秀人/鈴木 啓司 大野 公宏
リハビリテーショ

ン外来 丸野 秀人

神保 好夫 刑部　瑶子 犬塚 潔 神保 好夫

犬塚 潔 井田　夕紀子 刑部　瑶子 犬塚 潔

刑部　瑶子  

午後 刑部 瑶子 火午後は13：30～15：00

武本 和也 鈴木 和仁 鈴木 和仁 宮越 睦 ★河口 正雄 鈴木 和仁 ★は予約制

貫 敏章 島谷 有希子 宮越 睦 志村 亘彦 鈴木 和仁 貫 敏章

島谷 有希子 下山 祐人(禁煙外来) 志村 亘彦 島谷 有希子 貫 敏章 1島谷/2.4武本/3.5宮越

武本 和也 貫 敏章 志村 亘彦

末岡 順介 ★宮越（1週　心リハ）

★鈴木 和仁 ★宮越（心リハ） ★宮越（ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ） ★河口 正雄 午後は14：30開始

★島谷(睡眠時無呼吸) ☆心外・石井 光(2週) 火曜☆は14時開始

★下山(禁煙外来)

木村 英三 三沢 昭彦 三沢 昭彦 高野 浩邦 木村 英三 木村 英三

中島 有紀 山内 貴志人 ★木村 英三 小野寺 潤子 林 茂一郎 三沢 昭彦 ★は11：00～完全予約制

秋山 由佳

産科 井上 慶子 宮﨑 典子/青木 陽子 井上 慶子 宮﨑 典子 中島 有紀 1～4中島/5井上

妊婦検診 午後 ★宮﨑 典子 ★井上 慶子 ★は完全予約制

午前 中村 健大 山中 英敬 中村 健大 ★甲能 直幸 小野 修平 中村 健大 ★は予約制

小野 修平 佐藤 哲也 中村 健大 阿部 千草 松本 丈武

山中 英敬 中村 健大 睡眠時無呼吸外来 小野 修平 午後は13：30～15：30

★ 嚥下外来 ★　補聴器外来

吉川 泉 ★五月女 典久 山田 昌和 二宮 夕子 國田 大輔 村野 奈緒 ★は予約制

二宮 夕子 吉田 ゆみ子 重安 千花 吉田 ゆみ子 吉田 ゆみ子 吉田 ゆみ子

北 律子 北 律子 二宮 夕子（2.4）

午後 ★予約外来 ★予約外来 ★予約外来 ★予約外来 ★予約外来

神田 奈緒子 原 真喜子 長田 麻友美 神田 奈緒子 神田 奈緒子 神田 奈緒子

原 真喜子 長田 麻友美 原 真喜子 長田 麻友美 ★は予約制14時～16時

午後 ☆下腿潰瘍センター ☆下腿潰瘍/★乾癬 ☆は予約制14時～15：30

泌尿器科 午前 冨田　雅之/大塚 則臣 冨田 雅之/大塚 則臣 冨田　雅之/大塚 則臣 大塚 則臣 冨田　雅之 冨田　雅之/大塚 則臣

緩和ケア 午後 ★林 茂一郎 ★林 茂一郎 ★林 茂一郎 ★完全予約制　13：00～

＊赤字は女医 医療連携室直通FAX03-6382-4460

午前

循環器科

産婦人科

午前

午後

婦人科

皮膚科

耳鼻咽喉科

眼科

午前

整形外科

形成外科

一般外科　火曜午後は
13：30～15：00一般

午前

午前 手術の為休診
手術の為休診

循環器
内科

午後

午前

島谷(2・4週　睡眠時無呼吸）

外科

乳腺

午前

午後の専門外来は予約制。
午後の一般診療は15：00から。
時間外診療は月～金17：00～
21：30(急患室での診療となりま
すので、必ずお電話ください)

小児科

腎臓・リウマ
チ膠原病

糖尿病

午前

内科

メンタルヘルス科

呼吸器

呼吸器

午前

午後

総合(初診・
一般)

消化器 午前



〇 診 療 受 付 時 間

内 科 月～土 　８：３０～１１：３０

メンタルヘルス科月火水金土　＊８：３０～１１：３０

1.3.5火 一般　　13：30～15：00

木  ＊呼吸器　13：00～15：00

月水金  ＊乳腺　　13：00～14：00

脳 神 経 外 科 月～土 　８：３０～１１：３０

整 形 外 科 月～土 　８：３０～１１：３０

形 成 外 科 月水金土 　８：３０～１１：３０ 火 １３：３０～１５：００

循 環 器 科 月～土 　８：３０～１１：３０

産 婦 人 科 月～土 　８：３０～１１：３０

皮 膚 科 月～土 　８：３０～１１：３０

耳 鼻 科 月～土 　８：３０～１１：３０ 火水金 １３：３０～１５：３０

眼 科 月～土 　８：３０～１１：３０

泌 尿 器 科 月～土 　８：３０～１１：３０

　月金　 　＊１３：００～１５：３０

　水　 　＊１３：００～１４：４０

〇 紹介患者さんの連携窓口

　医療連携室〔平日9:00～17:00土曜日14:00まで〕

　電　話０３-５３４０-５１０４（直通）

　ＦＡＸ０３-６３８２-４４６０（直通）

電　話０３－３３８３－１２８１（代表）

　放射線科受付

〔平日9:00～17:00土曜日14:00まで〕

メディカルサポート室　看護師

〔月～土9:00～16:00まで〕

　電　話０３－３３８３－１２８１（代表）

　医療連携室　医療福祉相談

〔平日9:00～17:00土曜日14:00まで〕

　電　話０３－５３４０－５１０８（直通）

　　ご不明な点・報告書の未着等ございましたら、

　　　　　　　　　　地域連携推進課までお問い合わせ下さい。医療連携室までお問い合わせください。

療養型病床についての
ご相談

医療連携室　　電話０３-５３４０-５１０４（直通）

緩和ケア病棟についての
ご相談

　当直医（内科・外科系・産婦人科・循環器科)

医療連携室　担当：渡辺・西森

放射線科検査ご予約
(CT・MRI・RI・XP・骨密

度)

夜間休日診療の
お申し込み

緊急診療のお申し込み

０３－５３４０－５７７０（直通）

外来診療のお申し込み

緩 和 ケ ア 外 来

午後は全て予約制です

午後は全て予約制です

午後は全て予約制です

外 科 月～土 　８：３０～１１：３０

　午前（＊は予約制）  午後　(＊は予約制）

午後は全て予約制です

（木曜・第４土曜は休診）

小   児   科 月～土
専門外来は予約制。 午後の一般診療は15：00から。時間

外診療は月～金17：00～21：30（急患室での診察となります

ので、必ずお電話ください)
　８：３０～１１：３０




