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佼成病院だより佼成病院だより

真 観真 観佼成病院では、春から夏に掛けて 2つの合唱団の方々に

よるボランティアコンサートを開催しました。

　5月 23日（土）に、過去には海外公演の実績もある、社

会人コーラスグループのコーラス STの皆さんによるコンサ

ートを行いました。童謡から、NHKの朝の連続テレビドラマ

主題歌「麦の歌」、昭和の歌謡曲まで幅広いジャンルのレパ

ートリーに多くの患者さんが楽しいひとときを過ごしました。

　コンサートの最後には、団員の皆さんが客席の後ろの方に

まで出向いてくれ、患者さんも一緒に歌う場面もありました。

　また、6月 13日（土）には佼成合唱団によるコンサート

を開催しました。茶摘、夏は来ぬ、われは海の子など懐か

しい歌に加え、フルーティストの宮崎由枝さんによるフル

ート演奏が華を添え、とても温かいコンサートとなりました。

偶然にも、この 2つのコンサート、

ラストは「ふるさと」。

　職員も大声で（？）歌い、会場が

一つのハーモニーに包まれました。

　佼成病院では今後もこのような機

会を大切にしていきたいと考えていま

す。院内のポスターやホームページ

などでご案内しますので皆さまぜひ

お越しください！

平日　午前　 ８時３０分～１１時３０分 （診療開始９時）
 　　     午後      小児科　        １５時～１６時３０分　　

    耳鼻咽喉科　１３時３０分～１５時３０分 （火、水、金）
上記診療科以外は、予約診療のみとなっております。
急病等で受診希望の際は、お電話にてご確認ください。

土曜日　　　  8時30分～11時30分 （診療開始９時）　　　　

立正佼成会附属佼成病院

 〒166-0012

東京都杉並区和田 2-25-1

TEL 03-3383-1281（代表）

http://www.kosei-hp.or.jp 
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　このコーナーは、編集スタッフのおススメのものを、ジャンル問わず皆さまにぜひ

ご紹介させていただこう！という楽しいコーナーです♪

　今日のおススメは、当院 1Fにあるカフェルミエールのカレーです。ビーフ、野菜、

チキンとありますが、どれも少しずつ味が違い、コクがあって美味しい！

　ルミエールにはテラス席もあり、春先や秋口にはちょっとしたカフェ気分を味わう

ことができます。もちろんコーヒーやケーキもありますので、ご家族皆さまでぜひ

どうぞ。乙女座ですが、底抜けに食いしん坊の、総務課 プリン（仮名です…）がお届

けしました。今後とも、よろしくお願いいたします。 
8 時～ 19 時 30 分

コーヒー　¥250

カレー　　¥550 ～



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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第 12 回日本婦人科がん会議を主催しました

                                              　 産婦人科部長　木村 英三

平成 27 年 6 月 26 日（金）、27 日（土）の 2 日間にわたり、第 12 回日本

婦人科がん会議を軽井沢プリンスホテルウエストに於いて開催しました。

　本会議は婦人科腫瘍に関する国内外で行われている臨床試験の最新情報を

通じてエビデンス（証拠・根拠）を共有し、さらにそれを臨床応用につなげ

るために討論する、医療関係者の集まる全国規模の研究会です。

　今回はテーマを「臨床試験の基礎ならびに再レビューとその pitfall（危険）

を考える」としましたが、連日非常に内容の濃い講演や討議がなされました。

（詳しくは  http://gcc12th.kenkyuukai.jp/special/index.asp?id=15536）

　私が佼成病院に赴任してちょうど 10 年となります。

佼成病院での婦人科がん診療ならびに大学病院時代からの日本婦人科悪性腫

瘍研究機構、日本婦人科腫瘍学会などでの貢献が認められての今回の主催で

したが、いろいろな方に支えられての開催となりました。

　特に、当科の三沢昭彦医長には、ホームページの立ち上げから終始手伝って

もらいました。

                                  　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また、当日の運営では、総務課の那須貴子さん、宮部彰子

                                 さんに協力をお願いし、さらに主催者側を代表して甲能直幸

                                 院長にご祝辞をいただきました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者は 180 人以上にのぼり、講演会、情報交換会を含め

                                  「佼成病院のパワーを感じる」と高評価をいただきました。

                                 これもひとえに何かとご協力をいただいた佼成会ならびに佼

                                 成病院関係者、地域の先生方のご支援の賜物と心より感謝を

                                 申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この経験を生かし、さらに今後も専門の婦人科腫瘍を中心

                                 として地域医療に貢献していきたいと考えております。

事務局：株式会社ＭＡコンベンションコンサルティング

 〒102-0083 東京都千代田区麹町4-7 麹町パークサイドビル402

  TEL  03-5275-1191   FAX  03-5275-1192

  E-mail  info@macc.jp

第12回婦人科がん会議

〒389-0139 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1016-88

臨床試験の基礎ならびに
再レビューとそのpitfallを考える

会期 平成27年6月26日［金］・27日［土］

会場 軽井沢プリンスホテルウエスト

立正佼成会附属佼成病院 産婦人科部長
当番
世話人 木 村 英 三

　10 階緩和ケア病棟では季節ごとに様々な

イベントを企画しています。左の写真はところて

ん、右の写真は流しそうめんです。

　半分に割った竹の上にボランティアの方が綺麗

に盛り付けた具や素麺を少しずつ流すそうめんに

10 階病棟は大賑わい。

　和やかな夏のひととき、患者さんもスタ

ッフも素敵な笑顔でした。



　佼成病院は東京都指定の災害拠点病院

です。この地域に万が一災害が起きた時、

医療の拠点となる役割を担っています。

　それを踏まえ、初夏の 5月 6月と 2回

にわたり病院全体で防災訓練を行いました。

はしご車がやってきました！

　　　　　　～防災訓練を行いました

　昨年竣工した佼成病院は 10階建てです。

6月の防災訓練では、院内に逃げ遅れた患者さんがいるという

設定の下、杉並消防署から出動したはしご車を利用しての

避難というシナリオで訓練を行いました。

　また、院内のスタッフで組織された自衛消防隊も活躍。

初期消火活動から状況報告まで本番さながらの真剣な声と表情、

キビキビとした動作で走り回っていました。

　訓練のクライマックスは、もちろん！はしご車の登場です。

スルスルと流れるように伸びるはしごは 7階まで到達。

はしご車のカゴと建物をつなぐ足場の細いこと！

今回は臨床工学技士のスタッフが 7階から降りてくる重要な役

を担いました。見守るスタッフからも「キャー」という声。

無事に地上に着いた時には拍手が起こりました。

　　この秋には大規模な防災訓練を予定しています。

　佼成病院は、この地の災害医療に貢献できるよう、災害拠点

　病院としてしっかりと訓練を重ねていきたいと考えています。

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科部長　丸野 秀人
医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会スポーツ医
日本整形外科学会認定運動器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医

整形外科部長　 小谷 明弘

整形外科医師のご紹介

医学博士
杏林大学整形外科特任教授
日本関節病学会評議員
日本人工関節病学会評議員
日本関節鏡・膝・ｽﾎﾟｰﾂ整形外科学会評議員
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会リウマチ医
日本整形外科学会スポーツ医
日本体育協会公認スポーツドクター
IＣＤ制度協議会ｲﾝﾌｪｸｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾙﾄﾞｸﾀｰ 

まるの ひでと

7 月 7日は大切な人を想う日。そう、七夕！

昨年秋に杉並区に移転した当院が迎える初めての

七夕、ロビーに大きな笹が出現！！

　職員がはしごを使って飾り付けた笹に、たく

さんの短冊が付けられました。

多くの皆さんの願い事、どうか叶います

ように。そして、佼成病院が一人でも多く

の方を幸せにできますように…♪

整形外科医長　鈴木 啓司

こたに あきひろ

日本整形外科学会専門医

  すずき けいじ

整形外科　渡邊 浩志
わたなべ  ひろし

整形外科　新井 謙太郎
 あらい けんたろう

杏林大学卒業。ボストン大学及びハーバード大学マサ

チューセッツ総合病院、ジョージア州ヒューストンス

ポーツ治療財団へ留学。帰国後杏林大学医学部助教授

に就任、その後カナダのウエスターン . オンタリオ大

学整形外科教室へ留学。

帰国後杏林大学医学部准教授に就任。

現在杏林大学整形外科特任教授。

夏休みのある 1日、都立蘆花高校 1年生が「職業人インタビュー」をしに、

当院に来てくれました。看護師に憧れているという彼女、「素敵な社会人に出会い

仕事の話を聞いてくる」という課題に当院を選んでくれました。当日は、看護師

の業務やお給料のことなど、色々と話をして笑顔で帰っていきました。

　ぜひ将来、素敵な看護師さんになってくださいね♪



特集

　皆さんは「整形外科」というと、どんな症状を思い

浮かべますか？実は、腰痛や骨折など、突然身にふり

かかる災難や、スポーツ中のアクシデントなどによる

怪我など、整形外科の診療内容は、日々の生活と大変

近い関係にあります。

　当院の整形外科はこの春より新部長を迎え、体制も

新たに日々邁進しています。今回、当院の整形外科が

どんなことに力を注いでいるのか、小谷明弘整形外科

部長に聞いてみました。

　基本的にどんな症状でも拝見しますが、得意分野は？と

聞かれると、「スポーツ外傷」と「ひざ関節」をあげます。

　まず、スポーツ外傷の中でも特に大事にしなければと思うのが、小児の骨折です。例えばジャングルジムから落ちた

お子さんが地面に手をつくと、ひじなどを骨折してしまいます。この治療が意外に大変なんです。

後遺症が残る場合もあります。小さな時は良いですが、4～ 5歳になって幼稚園で「前にならえ」

をすると腕が曲がっているのが分かり、内向的になってしまうお子さんもいます。

ですから、初期にきちんと治療をするということが、お子さんの成長には何よりも大事なんです。

　次にひざ関節については、今は人工関節手術が非常に注目されています。

これは、治療法がどんどん進化していることに加え、高齢化社会を楽しく過ごすことを

望む人が増えているということが背景にあります。僕は人工関節での治療を提供し、

患者さんの人生のクオリティを上げてさしあげたいと考えています。この 2つの分野は

患者さんの年齢層       は全く異なりますが、整形外科という診療科は患者さんの生活や人生を

長い目で考えてサポートしていくことが大切だと思うのです。

　基本的にどんな症状でも拝見しますが、得意分野は？と

聞かれると、「スポーツ外傷」と「ひざ関節」をあげます。

　まず、スポーツ外傷の中でも特に大事にしなければと思うのが、小児の骨折です。例えばジャングルジムから落ちた

お子さんが地面に手をつくと、ひじなどを骨折してしまいます。この治療が意外に大変なんです。

後遺症が残る場合もあります。小さな時は良いですが、4～ 5歳になって幼稚園で「前にならえ」

をすると腕が曲がっているのが分かり、内向的になってしまうお子さんもいます。

ですから、初期にきちんと治療をするということが、お子さんの成長には何よりも大事なんです。

　次にひざ関節については、今は人工関節手術が非常に注目されています。

これは、治療法がどんどん進化していることに加え、高齢化社会を楽しく過ごすことを

望む人が増えているということが背景にあります。僕は人工関節での治療を提供し、

患者さんの人生のクオリティを上げてさしあげたいと考えています。この 2つの分野は

患者さんの年齢層       は全く異なりますが、整形外科という診療科は患者さんの生活や人生を

長い目で考えてサポートしていくことが大切だと思うのです。

　変形した関節を人工のものに置き換える手術のことを言います。注射などの治療法もありますが、

人工関節手術の一番のメリットは、痛みが大きく軽減し、歩行が楽になることです。もちろん、幅

広い治療法を提案させていただきますが、体力的に可能であれば、この手術を関節痛の大きな治療

　　　　　　　　　　　　　　　　　　法の一つとして提案しています。それは、ご本人だけでなく、周囲のご家族の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ことも考えてのことですし、我慢しすぎず手術された方が、筋肉の状態なども

　　　　　　　　　　　　　　　　　　良いため術後の経過が期待できるからです。

　変形した関節を人工のものに置き換える手術のことを言います。注射などの治療法もありますが、

人工関節手術の一番のメリットは、痛みが大きく軽減し、歩行が楽になることです。もちろん、幅

広い治療法を提案させていただきますが、体力的に可能であれば、この手術を関節痛の大きな治療

　　　　　　　　　　　　　　　　　　法の一つとして提案しています。それは、ご本人だけでなく、周囲のご家族の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ことも考えてのことですし、我慢しすぎず手術された方が、筋肉の状態なども

　　　　　　　　　　　　　　　　　　良いため術後の経過が期待できるからです。

　佼成病院整形外科の得意分野を教えてください。

いいえ。予約や紹介状がなくても、大丈夫です。（※別途選定療養費がかかります）

　現在は初診の患者さんはすべての方を僕が診て、その後整形外科チームの専門医師に

お願いしています。今日も午前中 3人の医師で 98人の患者さんを診ました！

息切れしますが（笑）、これは僕の診療方針です。

関節の大きさや形は人によって違いませんか？

入院期間はどのくらいですか？

遠方です。手術だけ受けることはできますか？

先生の診察は予約しないと受けられませんか？

最後に患者さんへのメッセージをお願いします！

長く楽しく健康に！

小児骨折からひざ関節まで～整形外科
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長く楽しく健康に！

小児骨折からひざ関節まで～整形外科

　ひざ関節の手術は何歳くらいまで受けられますか？

　実は僕、90歳代の方を 2人手術したことがあります。

「ご主人にお料理を作ってさしあげたい」「買い物に行きたい」

という理由で手術を決断されましたが、お二人とも普通に手術

を受けられ退院し、今はとてもお元気で人生を楽しまれていら

っしゃいます。外来でお会いするときれいにお化粧されて（笑）

　もちろん、手術前に必要な検査をして、内科や麻酔科の医師

とも話をして全身の状態を確認してからにはなりますが、結局、

手術に際しては、あまり年齢を気にする必要はないと考えてい

ます。

　手術自体は 2時間ほど、入院期間は 2週間が目安です。

　目安と申し上げたのは、リハビリにかかる期間が患者さん一人ひとり違うからです。術後 2～ 3日で歩行訓練を始め、

抜糸が大体術後 10日です。リハビリは、例えば 2階で生活しているとか、一人で住んでいるとか、患者さんそれぞれが

抱えている環境に合わせて進め、自宅で困らないような状態に回復してから退院となります。

　

　良いご質問ですね！（笑）日本人に合ったものがないなら、人工関節をやめようと

思ったこともありましたが、杏林大学時代に 200 人以上の 3Dデータを取り、日本人

に合う人工ひざ関節を開発しました！この時開発したひざ関節で、すでに約 560 例く

らいの症例があります。

　もちろんです。そのような時は、手術だけ受けていただいて、リハビリの通院はご

自宅近くの病院をご紹介させていただいています。

　僕は、治療終了後に患者さんに必ず名刺を渡しています。ご家族に何かあっ

た時に思い出してもらえる、そんな医師でありたいと願っているからです。

　佼成病院に着任して 3ヶ月、今一番思っていることは、診療を通してこの地

の医療に貢献し、患者さんが笑って生きていけるようにサポートしていきたい

ということです。「いつか良くなる」ではなく、診察したその瞬間に、患者さん

が満たされて、安心するということが何よりも大事だと思うのです。

　先ほどお話しした 2つの得意分野がしっかり固まったら、別の専門領域の

仲間を呼んで、更に大きなチームにしていきたいですね。

　日本人はO脚が多く、これがひざに負担を掛け、軟骨がすり減り痛みをひき

起こす一つの原因とも言われています。また、若い時の怪我や、体重の増加な

どで負担が掛かり、関節が変形すると痛みを起こすことがあります。

どうしてひざが痛くなるの？

人工関節手術とはどういう手術ですか？

　いいえ。予約や紹介状がなくても、大丈夫です。（※別途選定療養費がかかります）

　現在は初診の患者さんはすべての方を僕が診て、その後整形外科チームの専門医師に

お願いしています。今日も午前中 3人の医師で 98人の患者さんを診ました！

息切れしますが（笑）、これは僕の診療方針です。
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　佼成病院は東京都指定の災害拠点病院

です。この地域に万が一災害が起きた時、

医療の拠点となる役割を担っています。

　それを踏まえ、初夏の 5月 6月と 2回

にわたり病院全体で防災訓練を行いました。

はしご車がやってきました！

　　　　　　～防災訓練を行いました

　昨年竣工した佼成病院は 10階建てです。

6月の防災訓練では、院内に逃げ遅れた患者さんがいるという

設定の下、杉並消防署から出動したはしご車を利用しての

避難というシナリオで訓練を行いました。

　また、院内のスタッフで組織された自衛消防隊も活躍。

初期消火活動から状況報告まで本番さながらの真剣な声と表情、

キビキビとした動作で走り回っていました。

　訓練のクライマックスは、もちろん！はしご車の登場です。

スルスルと流れるように伸びるはしごは 7階まで到達。

はしご車のカゴと建物をつなぐ足場の細いこと！

今回は臨床工学技士のスタッフが 7階から降りてくる重要な役

を担いました。見守るスタッフからも「キャー」という声。

無事に地上に着いた時には拍手が起こりました。

　　この秋には大規模な防災訓練を予定しています。

　佼成病院は、この地の災害医療に貢献できるよう、災害拠点

　病院としてしっかりと訓練を重ねていきたいと考えています。

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科部長　丸野 秀人
医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会スポーツ医
日本整形外科学会認定運動器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医

整形外科部長　 小谷 明弘

整形外科医師のご紹介

医学博士
杏林大学整形外科特任教授
日本関節病学会評議員
日本人工関節病学会評議員
日本関節鏡・膝・ｽﾎﾟｰﾂ整形外科学会評議員
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会リウマチ医
日本整形外科学会スポーツ医
日本体育協会公認スポーツドクター
IＣＤ制度協議会ｲﾝﾌｪｸｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾙﾄﾞｸﾀｰ 

まるの ひでと

7 月 7日は大切な人を想う日。そう、七夕！

昨年秋に杉並区に移転した当院が迎える初めての

七夕、ロビーに大きな笹が出現！！

　職員がはしごを使って飾り付けた笹に、たく

さんの短冊が付けられました。

多くの皆さんの願い事、どうか叶います

ように。そして、佼成病院が一人でも多く

の方を幸せにできますように…♪

整形外科医長　鈴木 啓司

こたに あきひろ

日本整形外科学会専門医

  すずき けいじ

整形外科　渡邊 浩志
わたなべ  ひろし

整形外科　新井 謙太郎
 あらい けんたろう

杏林大学卒業。ボストン大学及びハーバード大学マサ

チューセッツ総合病院、ジョージア州ヒューストンス

ポーツ治療財団へ留学。帰国後杏林大学医学部助教授

に就任、その後カナダのウエスターン . オンタリオ大

学整形外科教室へ留学。

帰国後杏林大学医学部准教授に就任。

現在杏林大学整形外科特任教授。

夏休みのある 1日、都立蘆花高校 1年生が「職業人インタビュー」をしに、

当院に来てくれました。看護師に憧れているという彼女、「素敵な社会人に出会い

仕事の話を聞いてくる」という課題に当院を選んでくれました。当日は、看護師

の業務やお給料のことなど、色々と話をして笑顔で帰っていきました。

　ぜひ将来、素敵な看護師さんになってくださいね♪



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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第 12 回日本婦人科がん会議を主催しました

                                              　 産婦人科部長　木村 英三

平成 27 年 6 月 26 日（金）、27 日（土）の 2 日間にわたり、第 12 回日本

婦人科がん会議を軽井沢プリンスホテルウエストに於いて開催しました。

　本会議は婦人科腫瘍に関する国内外で行われている臨床試験の最新情報を

通じてエビデンス（証拠・根拠）を共有し、さらにそれを臨床応用につなげ

るために討論する、医療関係者の集まる全国規模の研究会です。

　今回はテーマを「臨床試験の基礎ならびに再レビューとその pitfall（危険）

を考える」としましたが、連日非常に内容の濃い講演や討議がなされました。

（詳しくは  http://gcc12th.kenkyuukai.jp/special/index.asp?id=15536）

　私が佼成病院に赴任してちょうど 10 年となります。

佼成病院での婦人科がん診療ならびに大学病院時代からの日本婦人科悪性腫

瘍研究機構、日本婦人科腫瘍学会などでの貢献が認められての今回の主催で

したが、いろいろな方に支えられての開催となりました。

　特に、当科の三沢昭彦医長には、ホームページの立ち上げから終始手伝って

もらいました。

                                  　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また、当日の運営では、総務課の那須貴子さん、宮部彰子

                                 さんに協力をお願いし、さらに主催者側を代表して甲能直幸

                                 院長にご祝辞をいただきました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者は 180 人以上にのぼり、講演会、情報交換会を含め

                                  「佼成病院のパワーを感じる」と高評価をいただきました。

                                 これもひとえに何かとご協力をいただいた佼成会ならびに佼

                                 成病院関係者、地域の先生方のご支援の賜物と心より感謝を

                                 申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この経験を生かし、さらに今後も専門の婦人科腫瘍を中心

                                 として地域医療に貢献していきたいと考えております。

The results of clinical trials will be reviewed,

and the potential pitfalls of these trials will be also discussed.

事務局：株式会社ＭＡコンベンションコンサルティング

 〒102-0083 東京都千代田区麹町4-7 麹町パークサイドビル402

  TEL  03-5275-1191   FAX  03-5275-1192

  E-mail  info@macc.jp

第12回婦人科がん会議

〒389-0139 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1016-88

臨床試験の基礎ならびに
再レビューとそのpitfallを考える

会期 平成27年6月26日［金］・27日［土］

会場 軽井沢プリンスホテルウエスト

立正佼成会附属佼成病院 産婦人科部長
当番
世話人 木 村 英 三

　10 階緩和ケア病棟では季節ごとに様々な

イベントを企画しています。左の写真はところて

ん、右の写真は流しそうめんです。

　半分に割った竹の上にボランティアの方が綺麗

に盛り付けた具や素麺を少しずつ流すそうめんに

10 階病棟は大賑わい。

　和やかな夏のひととき、患者さんもスタ

ッフも素敵な笑顔でした。
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佼成病院だより佼成病院だより

真 観真 観佼成病院では、春から夏に掛けて 2つの合唱団の方々に

よるボランティアコンサートを開催しました。

　5月 23日（土）に、過去には海外公演の実績もある、社

会人コーラスグループのコーラス STの皆さんによるコンサ

ートを行いました。童謡から、NHKの朝の連続テレビドラマ

主題歌「麦の歌」、昭和の歌謡曲まで幅広いジャンルのレパ

ートリーに多くの患者さんが楽しいひとときを過ごしました。

　コンサートの最後には、団員の皆さんが客席の後ろの方に

まで出向いてくれ、患者さんも一緒に歌う場面もありました。

　また、6月 13日（土）には佼成合唱団によるコンサート

を開催しました。茶摘、夏は来ぬ、われは海の子など懐か

しい歌に加え、フルーティストの宮崎由枝さんによるフル

ート演奏が華を添え、とても温かいコンサートとなりました。

偶然にも、この 2つのコンサート、

ラストは「ふるさと」。

　職員も大声で（？）歌い、会場が

一つのハーモニーに包まれました。

　佼成病院では今後もこのような機

会を大切にしていきたいと考えていま

す。院内のポスターやホームページ

などでご案内しますので皆さまぜひ

お越しください！

平日　午前　 ８時３０分～１１時３０分 （診療開始９時）
 　　     午後      小児科　        １５時～１６時３０分　　

    耳鼻咽喉科　１３時３０分～１５時３０分 （火、水、金）
上記診療科以外は、予約診療のみとなっております。
急病等で受診希望の際は、お電話にてご確認ください。

土曜日　　　  8時30分～11時30分 （診療開始９時）　　　　

立正佼成会附属佼成病院

 〒166-0012

東京都杉並区和田 2-25-1

TEL 03-3383-1281（代表）

http://www.kosei-hp.or.jp 

診療受付時間
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　このコーナーは、編集スタッフのおススメのものを、ジャンル問わず皆さまにぜひ

ご紹介させていただこう！という楽しいコーナーです♪

　今日のおススメは、当院 1Fにあるカフェルミエールのカレーです。ビーフ、野菜、

チキンとありますが、どれも少しずつ味が違い、コクがあって美味しい！

　ルミエールにはテラス席もあり、春先や秋口にはちょっとしたカフェ気分を味わう

ことができます。もちろんコーヒーやケーキもありますので、ご家族皆さまでぜひ

どうぞ。乙女座ですが、底抜けに食いしん坊の、総務課 プリン（仮名です…）がお届

けしました。今後とも、よろしくお願いいたします。 
8 時～ 19 時 30 分

コーヒー　¥250

カレー　　¥550 ～


