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〒204-8585 東京都清瀬市竹丘３－１－１ 

（連携室）TEL 042-491-2934 FAX 042-491-2125 

（病 院）TEL 042-491-2111 FAX 042-494-2168 

 

 

～地域に開かれた病院として～ 

 

 

地域医療連携室長（統括診療部長） 

茅野 眞男 

 

当院は、結核又は輸血後肝炎の研究治療施設として、東京都全体の幅広い地域を対象に永ら 

く活動してきました。しかし昨今の医療情勢の変化により、当院に新たな機能を追加させよう 

としております。 

今までは国や民間がバラバラに行っていた各種医療を、地域医療計画の名のもとにそれぞれ 

の病院が地域での必要な役割を分担し、無駄な競合がないように計画しようとしているのです。 

まず家庭医・かかりつけ医の必要性が叫ばれてから久しいのですが、当院の外来機能は十分 

な連携がとられているのかを再検討します。急病に関しても、救急車を呼ぶほどでない一次救 

急、救急車を呼ぶ二次救急、そして三次救急の体制は当多摩北部地区でも一応は確保されてお 

りますが、そのような救急病院は非常に多忙です。当院には今話題になっている小児科・産婦 

人科・脳外科・透析は対応できておりませんが、今まで以上に急患に関与する必要があると考 

えております。 

またお年を召して病院に通うのもやっとのような体力になられた方が動けなくなってきたと 

きに、すべて病院で行うのではなくなるべく自宅で行う方向になっています。医師会診療所の 

往診、自宅介護を支援するために、当院は緊急時のサポートをどのように作っていくのかを相 

談したいと思います。 

このように病診連携、救急医療、在宅介護支援と、多くの課題を抱えている現在の医療情勢 

において、当院がどの役割を５年１０年後にも担っていくのか、地域の診療所の先生の声を聞 

き、当院として確実にできることを明確にして、院外の皆様にも分かるように提示していきた 

いと思っております。 

 

独立行政法人国立病院機構 東京病院 
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栄栄養養管管理理室室よよりり  
 

当院では、１２月３日(月)より地域医療連携の一環として、地域の病院・診療所にご通院中の患者さ 

まを対象に、管理栄養士による栄養食事指導を行わせていただきます。（※予約制） 

 

【実施開始日】 平成１９年１２月３日（月）より月～金曜日（土日祝日は休診） 

  【実施時間】 1 名あたり 約３０分 

・午前の部（月～金曜日） 9：30 ,10：00 ,10：30 ,11：00 ,11：30 

・午後の部（木曜日のみ） 13：30 ,14：00 ,14：30 ,15：00 ,15：30 

【 対 象 者 】 近隣の病院・診療所にご通院中の患者様で、下記疾患に該当する方。 

 【対象疾患】 糖尿病、高脂血症、肝臓病、痛風、腎臓病、心臓病、高血圧、膵疾患、妊娠中毒症、 

高度肥満症（ＢＭＩ30 以上）、鉄欠乏性貧血、消化管潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン病 

 

 予 約 の 方 法 

   ①地域医療連携室（TEL 042-491-2934）までお電話でご予約をお願いします。 

※予約受付時間 平日の８時３０分から１５時３０分まで 

    ②ご予約がとれ次第、連携室より予約通知書をＦＡＸしますので、患者さまへお渡し下さい。 

③当院所定の栄養食事依頼票をご記入の上、地域医療連携室（FAX 042-491-2125）までＦＡＸをお願 

いします。なお、栄養食事依頼票の様式は今回の連携ニュースに添付してあります。 

  受 診 の 流 れ 

   ①受診当日は、以下の書類を患者さまに持たせ、予約時間の１５分前までに受付 1番初診窓口へご来 

院させて下さい。 

    ・紹介状（栄養食事依頼票をもって紹介状といたしますので、封筒に入れて表面に「栄養指導依頼」 

とご記入下さい。） 

    ・健康保険証 

    ・診察券（当院にかかったことがある患者さまのみ） 

②事務諸手続の後、栄養相談室において管理栄養士による栄養食事指導を行います。 

③指導終了後は診療費の会計をしていただき、患者様に帰宅していただきます。 

④当日中に管理栄養士が報告書を作成し取り急ぎ貴院へＦＡＸをした後、原本を郵送いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食べ過ぎは危険です!! メタボリックシンドロー
ムではありませんか？ 

腹八分目を目標に！ 
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循循環環器器科科よよりり  
 

◇11月より心臓カテーテル治療もできるようになりました。 

 

１．循環器科のスタッフが４人体制（茅野眞男、瀨川和彦、松永洋一、米田武史）となり、予約 

のない患者でも当番外来がございますので、ご利用下さい。 

２．心臓カテーテル検査・心血管インターベンション 

11 月より、フィリップス社製シネアンギオ装置 Allura Xper FD20 が稼働します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シネアンギオ装置 Allura Xper FD20 と画像 

 

３．冠動脈ＣＴ造影 

外来において、造影剤点滴で冠動脈の写真が撮れます。 

月曜日の午前 11時までにご紹介戴ければ、午前中に負荷心電図と採血検査、午後にＣＴ検査を行 

います。2日後には連携室を通じて診療情報提供書をＣＴフィルム付きでお返しいたします。 

なお、異常所見がありましたら、先生方に電話か診療情報提供書でご報告させて戴きます。 

また、患者様が当院での精査・加療をご希望の場合は、患者様にご入院を勧めさせて戴きます。 

胸痛患者様がいらっしゃいましたら、「冠動脈ＣＴよろしく」の一言だけお書き戴ければ結構です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冠動脈ＣＴ画像 

http://www.medical.philips.com/jp/products/cardiovascular/assets/images/FD20_cardio/Cardiac_1.jpg
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地地域域連連携携医医世世話話人人会会設設立立ののごご報報告告  
  

  当院では地域医療連携業務の強化を重要課題の 1つとしており、地域医療連携の現状及び今後につい 

てのご意見を賜りたく、現在約 60名登録されている東京病院連携医の方々のうち、下記９名の先生方 

に世話人としてお集まりいただき、平成 19年 9月 27日(木)19時 30分より第 1回の東京病院地域連携 

医世話人会を開催いたしました。                                                                                                                                                                                               

 

○ご出席いただいた連携医世話人の方々 

 宇都宮篤司医師（宇都宮病院）、尾﨑治夫医師（おざき内科循環器科ｸﾘﾆｯｸ）、 

川邊芳子医師（川辺内科ｸﾘﾆｯｸ）、下村洋医師（武蔵野ｸﾘﾆｯｸ）、杉本正邦医師（杉本医院）、 

髙木健太郎医師（薫風園病院）、田中英樹医師（清瀬内科ｸﾘﾆｯｸ）、中島美知子医師（中島医院）、 

山口規夫医師（山口内科呼吸器科ｸﾘﾆｯｸ）、 

以上 9名 ※五十音順 

 

  世話人会の開催に先立ち、世話人会代表を当院の中島副院長、副代表を中島医院の中島美知子先生及 

び武蔵野クリニックの下村洋先生のお二方にお願いし、世話人会を進めさせていただきました。 

  諸先生方の貴重なご意見をいただき、大変有意義な世話人会となりましたことに感謝いたします。 

  この貴重なご意見を生かし、地域の患者様にとってよりよい病診連携をいち早く確立できるよう努力 

していきたいと考えております。 

                                      地域医療連携室長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京病院地域連携医世話人会の様子 
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地地域域医医療療連連携携室室ののごご利利用用方方法法ににつついいてて  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①外来の診療予約をされる場合（※翌日以降の予約分のみ） 

    地域医療連携室へご予約をお願いします。 

（平日の 8 時 30 分から 17 時 15 分まで ※ただし翌診療日予約分は 15 時 30 分まで） 

    ※診療当日の予約はできませんので、受付時間内（8 時 30 分～11 時 00 分）に直接ご来院下さい。 

 

 ②転院(入院)のご依頼をされる場合（※救急依頼を除く） 

    地域医療連携室へご依頼をお願いします。（平日の 8 時 30 分から 17 時 15 分まで） 

 

③外来及び入院を要する救急診療のご依頼をされる場合 

   地域医療連携室へご依頼をお願いします。担当医が確認の上回答いたします。 

    ※時間外に依頼される場合は東京病院(代表)へおかけ下さい。 

 

  ④放射線(ＣＴ・ＭＲＩ)の撮影診断を依頼される場合（※一部予約制） 

    当院の 64 列ＣＴ及びＭＲＩを使用して患者様の撮影及び診断を行い、翌診療日にフィルムと報告 

書を送付いたします。 

 

☆翌日以降の単純・造影ＣＴ及びＭＲＩの依頼 

     予約制となっておりますので、地域医療連携室へご予約をお願いします。 

（予約受付 平日の 8 時 30 分から 15 時 30 分まで） 

    ☆当日の単純ＣＴの依頼 

     下記受付時間内は予約は不要ですので、紹介状を持参のうえご来院下さい。 

      （受付時間 平日の 8 時 30 分から 15 時 00 分まで） 

※受診の際は紹介状の封筒表面に「当日単純ＣＴ依頼」とご記入下さい。 

※脳神経外科・小児科・産婦人科の患者様はお受けできませんのでご了承下さい。 

 

  ⑤栄養食事指導を依頼される場合（※予約制） 

    地域の患者様に対して、当院の管理栄養士が栄養食事指導をさせていただきます。 

     地域医療連携室へご予約をお願いします。（※平日の 8 時 30 分から 15 時 30 分まで） 

 

その他、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なく地域医療連携室までお問い合わせ下さい。 

地域医療連携室(直通) 

  ＴＥＬ ０４２－４９１－２９３４ (平日の 8時 30分から 17時 15分まで) 

  ＦＡＸ ０４２－４９１－２１２５ (連携に係るＦＡＸの送付先) 

東京病院(代表) 

  ＴＥＬ ０４２－４９１－２１１１ (平日の 17時 15分以降及び土日祝日) 

  ＦＡＸ ０４２－４９４－２１６８ (連携以外のＦＡＸの送付先) 
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東東京京病病院院ままででのの交交通通機機関関ののごご案案内内  
 

 公共交通機関をご利用の場合 

   ●西武池袋線「清瀬」駅下車 

    ☆南口 2 番バス乗り場より、 

     「下 里 団 地」行 

     「花小金井駅」行 

     「滝山営業所」行 

     「久 米 川 駅」行 

     「所沢駅東口」行 

    ☆タクシーで約 5 分。 

   ●ＪＲ武蔵野線「新秋津」駅下車 

    ☆タクシーで約 10分。 

    ☆徒歩 5 分の西武池袋線「秋津」駅から 1 駅目の「清瀬」駅よりバス。 

   ●西武新宿線「久米川」駅下車 

    ☆南口 3 番バス乗り場より、 

     「清瀬駅南口」行で 約 15 分の「東京病院北」下車徒歩 5 分。 

   ●西武池袋線「花小金井」駅下車 

    ☆北口 3 番バス乗り場より、 

     「清瀬駅南口」行で 約 30 分の「東京病院玄関前」下車すぐ。 

※早朝夜間帯に玄関前を経由しないバスがあります。 

 お車・自転車等をご利用の場合 

●お車の方は正面入口よりお入り下さい。（有料駐車場 265 台） 

      駐車場料金 30 分以内   無料 

31 分～2 時間 100 円、以後、1 時間毎に 100 円 

※ただし、夜間（20 時 15 分から 7 時）は 1 時間毎に 300 円 

   ●自転車やバイクの方は、正面入口より入り駐車場北側に無料駐輪場があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

約 5分の「東京病院玄関前」下車すぐ。 

※早朝夜間帯に玄関前を経由しないバスがあります。 

約 5分の「東京病院北」下車徒歩 5分。 


