
　新年あけましておめでとうござ
います。日頃より、東山会が大変
お世話になっており、心より御礼
申し上げます。2018 年は平成の
最後の１年です。また医療介護報
酬の同時改定の年として、医療介
護従事者にとって地域での自らの
役割を再度見つめ決断をしていく
年でもあります。
　調布東山病院が所在する調布
市（北多摩南部二次医療圏）は、
2025 年に後期高齢者（85 歳〜）が、
高齢者（65 〜 74 歳）の人口を上
回ります。商業施設「トリエ」な
ど駅前の開発が進み人口が増え、
高齢化率は下がっていますが、85
歳以上人口は毎年 500 名ずつ増え
ています。今以上に増加する疾病
による救急搬送、老老介護・独居
の高齢者の皆さまを支えるため
に、介護力・地域力を高める必要
性が増しています。
　そのような中、北多摩南部二次
医療圏は診療所の先生方、当院の

ような中小民間病院や大病院、介
護に携わる方々が、互いの連携を
深める努力を続けており、地域の
皆さまが「安心して、できる限り
住み慣れた街で生ききる」ことが
できるよう変革が進む、素晴らし
い地域と心強く思っております。
　調布市医師会も、大規模災害対
策や在宅、認知症対策だけではな
く、第１回医学会総会の開催、学
校医・保育施設の医療サポートな
ど、地域のニーズへ限られた資源
で真摯に応えておられます。ま
た、行政とともに「平均寿命」で
はなく如何に「健康寿命」を延ば
していくかという課題にも取り組
もうとしており、我々もその一翼
を担ってまいりたいと思います。
　具体的には、昨年より認定され
た “二次救急指定病院” として、
医療の質を保ちながら、「今、速
やかに、力になってほしい」とい
う要望に確実に応えられるよう院
内体制を固めてまいります。また、
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入院前・早期から患者さまの退院
後の生活を想像する力を培い、質
の高い治療・ケアにあたり、退院
後患者さまを支えてくださる地域
の皆さまとの心の通った連携をと
れるよう、励んでまいります。
　東山会は、調布市（調布東山病
院）・多摩市（桜ヶ丘東山クリニッ
ク）・世田谷区（喜多見東山クリ
ニック）で、それぞれの役割をき
ちんと見据え、医療・ケアの研鑽
を積み、同じ地域を支える皆さま
との連携に積極的に関わってまい
ります。本年も、引き続きよろし
くお願い申し上げます。
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か、自分の能力が不足しているのかあっとい
う間の時間でした。
　私が勤務する１年半前の 2011 年 10 月に新
病院が完成し、そのタイミングを契機に翌
2012 年４月から放射線診断医の常勤が実現し
ました。最初の１年は大沢文子先生（現複十
字病院放射線科所属）が放射線科の創成期を
築き、翌 2013 年４月から私がその後を引き継
ぎ今日に至っています。

新年は、調布東山病院の放射線科のご紹介です。昨年も地域の先生方から多くの撮影依頼をい
ただきまして、誠にありがとうございました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。

とうざん’ s

放射線科のご紹介
　放射線医学は基本的に３つの部門、①放射
線診断学 ②放射線治療学 ③放射線核医学か
ら成っています。治療学と核医学は、大学病
院などの高次機能病院がその役割を担ってい
る部門です。
　当院では、最も一般的な放射線診断学を軸に
機能しています。その中で CTは今や主役中の
主役です。次の主役は放射線を使用しない MRI
装置 (磁気共鳴装置、簡単に言えば磁石を使っ
て信号を画像化する )があります。CT はオー
ルマイティーに使用され、MRI は特に頭部、脊
髄、関節、骨等の整形領域、婦人科領域を得意
としています。この両輪は頭のてっぺんから足
の先まで全身を診られる放射線科検査の２大装
置です。この２本柱は現代の医療に無くてはな
らない装置であり、これに伴う画像診断を含め
てこの装置無しでは現在の医療は成り立たず、
放射線診断医の地位に大きく貢献しました。
　振り返れば、私が放射線科に入局した、
1980 年代前半に CT が登場し、その数年後に
MRI も加わりました。全身の病変を画像として
診ることができる魔法の機械が出現してこの
30年余りで放射線診断は飛躍的な進歩を遂げ、
今も日々進歩は継続しています。
　当時の CT は１枚の横断像を撮影するのに約

　当科の構成は常勤放射線診断医の私、竹井
１名と非常勤放射線医６名、常勤診療放射線
技師、技師長の上野君以下８名及び非常勤技
師（不特定数）で日々の業務を行っています。
　当科の業務は、各診療科・ドック健診セン
ター・地域連携を介して地域の様々な診療科
の先生方から依頼された検査に対応していま
す。CT、 MRI、 胸部、腹部、骨、関節、胃透視、
乳腺撮影などの撮影業務、また、必要とされ
る診断レポート作成は診断医と診療放射線技
師との良好なチームワークで行っています。
　特に私が勤務を始めてから地域の先生方か
らの CT、MRI の検査依頼は飛躍的に増加し、
年間 200 件ほどであった依頼が約 2,000 件ま
でに増加の一途を辿っています。
　また、技師の中では月に１度、各自がテー
マを見つけて学習したことを技師全員で共有
する勉強会を行い、より良い撮影法や画像の
診かた等のステップアップを継続しています。

10 秒間息を止めなければならなかったのが、
今や胸部〜骨盤まで撮影するのに 10 秒足らず
で検査が終了してしまいます。この間に MDCT
の出現で横断像だけでなく、冠状断、矢状断
等の多断面の再構成画像がいとも簡単に作成
できるようになり、更に心臓の冠動脈も画像
化が可能になりました。
　MRI にしても１検査１時間近く必要であっ
た検査時間が 15~20 分で撮影できるように短
縮され、新たな撮像法も加わりコンピューター
技術の革新的進歩はこれらの装置に飛躍的な
進歩を実現させました。この様はポケベルが
ガラ携、更にスマホに進化してきたのと同じ
技術革新の賜物と思います。
　CT、MRI が登場する以前の放射線診断医は
病院の中では放射線治療の先生を除くと日本
では影の薄い存在と言っても過言ではなかっ
たと思います。近い将来、今話題の人工知能
を用いた診断装置が CT、MRI 等に搭載されて、
また昔の様に放射線診断医の存在が忘れ去ら
れる時代が訪れる日はそう遠くはないのかも
しれません。トホホホ……。
　なんてことはなく、人工知能を上手に使って、
より精度の高い正確な診断を簡単にするだけで
なく人工知能ではできない人間放射線科診断医
ならではの業務を行っていると信じて……。

ー放射線技師による“ 画像評価” ー

ー まさに日進月歩、放射線装置ー

放射線科　医師　竹井亮二

ー放射線科の仕事内容ー

　それに加えて、胃透視、乳腺撮影に関して
は技師による画像評価も行われています。こ
れはとても重要なことで、より正確な診断に
は正しい撮影が成されていなければ正しい診
断も困難です。
　胃透視や乳腺撮影は撮影技師が正確な診断に
必要な画像とは、何が重要であるかを理解して
いることが必要です。“より良い画像を撮影す
る” イコール “画像診断に関する知識” は撮影
技師にとっても必要不可欠なものです。撮影し
た技師自身が画像評価を行うことは読影医に
とっても正確な診断の補助として必要です。
　特に消化管検査は内視鏡検査と胃透視の二
極化が進んだことでバリウム検査は技師が主
体になり、技師により高度の撮影技術が求め
られる時代です。
　放射線診断医の立場から言えば、技師によ
る胃透視、乳腺撮影の画像評価は重要で必要
不可欠なものであると考えます。

　調布東山病院に勤務し始めて早４年半以上
が過ぎました。日々の業務が充実しているの

近隣のクリニックや診療所の先生方からの検査依頼も受け付け
ております。画像はフィルム／ディスクのどちらでも提供する
ことができます。申し込みの際にお申し付けください。

検査のお申し込み方法
地域連携室までお電話（042-481-5044）、もしくは診療・検査
予約申し込み書の FAX（042-481-5056）をお願いいたします。
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トピックス

2017年　東山会職員の院外活動

学会

　当院は、社会的活動の一環として、診療や病院経営について学会や研究会、教科書・雑誌などでの発表・報
告を積極的に行っています。とくに、診療の成果を学会や出版物を通して公表していくことは、診療の質を上
げることにつながり、それが調布の地域医療へ還元されていくことを期待しています。以下に、当院で 2017
年に行った活動の一部をご紹介いたします。

市民向け講演会

血液透析治療を再考する「患者に合わせた治療選択」
２月２日　相良 億親（臨床工学技士）

「当院における透析治療選択基準について」
会場／調布文化会館たづくり

日本プライマリケア連合学会
５月 13 日　安藤 夏子（看護師）

「“ ユマニチュード ” という革命」
会場／サンポートホール高松（香川県）

第 60 回 日本糖尿病学会年次学術集会
5 月 18 日　野口 武志（薬剤師）

「高齢者糖尿病の血糖コントロール目標を使いこなそう」
会場／名古屋国際会議場（愛知県）

調布市医師会 学術講演会
5 月 19 日　須永 眞司（院長）

「貧血の患者にどう対応するか ～基本を知れば怖くない～」
会場／調布市医師会館

第 18 回 日本認知症ケア学会大会
5 月 26 日　安藤 夏子・石川 咲希（看護師）

「急性期病棟における認知症患者へのユマニチュードの
  導入とその変化の情報学的分析」
会場／沖縄コンベンションセンター（沖縄県）

日本訪問リハビリテーション協会学術大会 in 北海道
６月 3-4 日　
柴田 安紀子（作業療法士）大塚 紘平（理学療法士）

「訪問リハを不要とする症例を通じて」
会場／札幌市教育文化会館（北海道）

第 62 回 日本透析医学会
6 月 17 日　ポスター発表 / 阪本 貴裕（臨床工学技士）

「災害時アクションカードの評価とスタッフの災害意識変化」
会場／パシフィコ横浜（神奈川県）

第 22 回 日本緩和医療学会学術大会
会場／パシフィコ横浜（神奈川県）
・6 月 23 日　安藤 夏子（看護師）
  「“ 優しさを伝えるケア技術：ユマニチュード ” の
  緩和医療への導入とその実践」
・6 月 23-24 日　加藤あすか（言語聴覚士）
  「非がん患者の終末期に ST が関わる意味」

第 21 回 日本看護管理学会学術集会
８月 19 日　共同演者・司会 / 福地 洋子（看護部長）

「インフォメーション・エクスチェンジ 地域包括ケアシステム推進
に向けての更なる提案 - 認定看護管理者のマネジメントを考える -」
会場／パシフィコ横浜（神奈川県）

第 59 回 全日病学会 in 石川
9 月 9-10 日　
・小川 聡子（理事長）パネルディスカッション
  「全日本病院協会における総合医への
　キャリアチェンジ支援事業について」
　会場／石川県立 音楽堂（石川県）
・東ヶ崎 雅照（事務）
  「病院マスコットキャラクター “ きたみん ” で、親しみやすい
  ブランドイメージを醸成！ 予防医療にも貢献！」
  会場／ ANA クラウンプラザホテル金沢（石川県）
・田中 彩香・小久保 舞美（事務）
  「病院の会議室で毎月運動療法教室を開催！
  ～地域住民に健康のかけはしを～」
  会場／ホテル日航金沢（石川県）
・座長 / 福垣 順三（経営企画部長）
  ポスター発表　その他３　
  会場／石川県立 音楽堂（石川県）

第 23 回 日本摂食嚥下リハビリテーション学会
9 月 16-17 日　甲斐 明美（認定看護師）

「サルコペニア嚥下障害の KTBC 推移  
- 急性期から在宅へ移行した一症例 -」
会場／幕張メッセ（千葉県）

第 1 回 調布医学会
10 月 15 日　
・小林 乃梨（放射線技師）
  「マンモグラフィ検診における技師読影開始に向けての
  取り組み報告」
  会場／調布市医師会館
・村岡 和彦（腎臓内科医）
  「透析を含む集中治療にて救命可能であった末期腎不全の
  若年男性」
  会場／調布市医師会館
・中村 ゆかり（副院長）
  「〈元気で一生この町で〉
   ～調布市の在宅医療を支える医師からのメッセージ」
  会場／調布市文化会館 たづくり

第 16 回 日本医療経営学会学術集会
11 月 11 日　小川 聡子（理事長）

「若手経営者 36 人が自院の経営を語る」
会場／御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター

平成 29 年度 北多摩南部医療圏
摂食嚥下機能支援連絡会シンポジウム
12 月７日　
甲斐 明美（認定看護師）・加藤 あすか（言語聴覚士）

「栄養を視点に摂食嚥下を考える」
会場／調布市文化会館 たづくり

つなぐカフェ　会場／調布東山病院
第１回　5 月 13 日　
・石川 咲希（看護師）
   「認知症の方との向き合い方のお話」
・佐久本 和香（認定看護師）
  「自宅でできる皮膚トラブル予防（かゆみ・かぶれ）のお話」
・甲斐 明美（認定看護師） 「食事についてのお話」

第２回　10 月 14 日
・杉田 妙子（保健師） 「インフルエンザ予防のお話」
・佐久本 和香（認定看護師）
  「訪問看護師による介護予防のお話」
・甲斐 明美（認定看護師） 「誤嚥性肺炎のお話」

福岡市民公開講座　
7 月 17 日　安藤 夏子（看護師）

「”優しさを伝える介護の技術”家族のためのユマニチュード」
会場／福岡市役所（福岡県）

調布市主催 ヘルスアップ教室　
7 月 20 日　熊谷  真義（糖尿病・内分泌内科医）

「Dr. くまがいにつづけ ! 　
  生活習慣病を学んでこども Dr. になろう !」
会場／調布市健康活動ひろば

患者勉強会
10 月 12 日　池羽千佳子（管理栄養士）

「透析の食事について」　 会場／喜多見東山クリニック

講演・講習会

バラ科の常緑高木。楽器の琵琶に似た形の実をつけることから名付け
られた。四国、九州の石灰岩地帯に自生する。若枝、葉裏、花軸、花柄、
がくには細かい毛が密生している。花期は11月から12月、白い５
弁の花で芳香がある。初夏に球形から卵形をした黄橙色の実をつける。

季節の植物図鑑 Vol.7

ビワ
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全日本病院協会　
病院医療ソーシャルワーカー研修会
2 月 18-19 日、７月 1-2 日、11 月 4-5 日
司会／小川 聡子（理事長）
会場／全日本病院協会、ベルサール神保町

接遇マナー講習
７月・８日　山川 陽子・鹿野 真紀（事務）

「受付教育指導セミナー」会場／医療法人社団 恒生会

東京都立 南多摩看護学校
10 月 25 日、11 月６・14 日　木村 亮子（看護師）

「セルフマネジメントに向けての看護 ( 腎不全 ) ① ~ ⑥」
会場／東京都立 南多摩看護学校

第 79 回 調布在宅ケアの輪 定例会
7 月 13 日　中村 ゆかり（副院長）
 「患者さん・ご家族を幸せにする多職種の力 
  ～臨床倫理への誘い ~ 食べることが命を縮めるとしたら、
  私たちに一体何かできるのか？」
会場／調布在宅ケアの輪

認定言語聴覚士 ( 摂食・嚥下障害領域 ) 講習会
8 月 26 日

「リスク管理」　会場／日本言語聴覚士協会

国治研セミナー「嚥下障害～基礎入門編」
3 月 25 日

「嚥下リハビリテーションにおけるリスク管理」
会場／国際治療教育研究所

〜摂食・嚥下関係〜

【リハビリ科医　大熊るり】

平成 29 年度 置賜地区摂食嚥下勉強会
11 月 10 日
 「嚥下リハビリテーションとリスク管理」
会場／三友堂リハビリテーション病院（山形県）

【摂食嚥下障害看護認定看護師　甲斐明美】

NPO 法人 口から食べる幸せを守る会
・第 44 回 実技セミナー
　「KTBC の展開方法と困難症例への対応」
　1 月 14 日（ファシリテーター）
　会場／ラックヘルスケア（株）東京オフィス
・第 45 回 実技セミナー 基礎・スキルアップ 
　3 月５日（演習アドバイザー）
　会場／国際医療福祉大学 小田原保健医療学部（神奈川県）
・第 48 回 実技セミナー 基礎・スキルアップ　
　5 月 28 日（演習アドバイザー）
　会場／ラックヘルスケア（株）東京オフィス
・第 53 回 実技セミナー 基礎　
　9 月３日（演習アドバイザー）
　会場／新潟県立 中央病院（新潟県）

高齢者の摂食嚥下障害支援研修
2 月９日 23 日・3 月３日　（ファシリテーター）
会場／神奈川県立 保健福祉大学 実践教育センター（神奈川県）
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放送日 番組 ラジオ局 テーマ 出演

８月６日 「たまには日曜日」内 ” ひとくち健康メモ ” 調布エフエム放送 貧血について 須永 眞司
（院長）

8 月 27 日 「たまには日曜日」内 ” ひとくち健康メモ ” 調布エフエム放送 すい臓がんについて 山本 立真
（外科医）

10 月８日 「たまには日曜日」内 ” ひとくち健康メモ ” 調布エフエム放送 大腸がんについて 山本 立真
（外科医）

掲載誌・書籍名 出版社 テーマ 登場・執筆
『内科学』第 11 版（矢﨑義雄 総編集 3 月発行） 朝倉書店 共同編集 / 須永 眞司 ( 院長 )

『口から食べる幸せをサポートする包括的スキル 
- KT バランスチャートの活用と支援』 

第 2 版（小山珠美 編 7 月発行）
医学書院

第 4 章 [ 事例紹介 ] KTBC を活用した
援助の実際例 - 食べるとこんなに元気に
なる２- 急性期②肺炎 2 週間程度での退

院事例

甲斐 明美（認定看護師）

『エキスパートの臨床知による検査値
ハンドブック』第２版（中原一彦 監修 8 月発行） 総合医学社  生化学検査（P118-121）

 血液 ･ 凝固 ･ 線溶系検査（P146-152）共同執筆 / 須永 眞司 ( 院長 )

『ESD 手技ダイジェスト』（田尻久雄・五十嵐正
広 監修）（藤城 光弘  編集 10 月発行）

日本メディ
カルセン

ター

Splash M-Knife を用いた ESD
（p188-192） 平山 慈子（消化器内科医）

『多職種で取り組む食支援 急性期から看取りまで
 僕なら私なら「こう食べていただきます！」』

（古谷聡 著 10 月発行）
南山堂 Ⅱ章　あなたの患者が困っていたら、

誰に相談する？ 甲斐 明美（認定看護師）

4 月 15 日号 職員総会を起点とした　病院マネジメントを確立 福垣 順三（経営企画部長）

9 月 1 日号 （インタビュー記事）院内外の「人」の力を集結させ
「地域で生きること」に責任を持てる急性期病院に 小川 聡子（理事長）

10 月 15 日号 企画系の「やわらか発想」で経営力アップ①
（連載）病院も大企業病に！　求められる企業家精神！ 福垣 順三（経営企画部長）

11 月 15 日号 企画系の「やわらか発想」で経営力アップ②
（連載） 最初のミッション！　業績の見える化！ 福垣 順三（経営企画部長）

12 月 15 日号 企画系の「やわらか発想」で経営力アップ③
（連載）自ら高い目標を掲げる！そして出来ると信じ込む！ 福垣 順三（経営企画部長）

『病院羅針盤』（産労総合研究所）

『全日本病院協会雑誌』（全日本病院協会）

第 28 巻（9 月発行）
職員総会を軸にしたマネジメントを確立！　法人収益 前年比 7.7％ UP を実現！ 福垣 順三（経営企画部長）

「ドック・健診」開設４年で売上６億達成！　私たちの接遇マナー教育の取り組み 山川 陽子・松本 史子（事務）
マンモグラフィ検診における放射線技師の１次読影開始に向けての取り組み報告 小林 乃梨（放射線技師）

『PHASE ３』（日本医療企画）
10 月号 Vol.398 （インタビュー記事）総合診療の「匠の技」を言語化し、院内外に発信する 小川 聡子（理事長）

11 月号 Vol.399 （インタビュー記事）診療科、職種、院内外の垣根を越えて
患者から逃げずに診る医療を実践 小川 聡子（理事長）

『病院経営 MASTER』 （日本医学出版）

VOL 6.2（10 月発行） 「若手経営者が考える病院経営戦略」大都市型地域は、
生活支援型急性期病院が、地域を、健康寿命を支える 小川 聡子（理事長）

『医事業務』（産労総合研究所）
 3 月 15 日号 （座談会記事）健診事業が病院経営にもたらすもの 篠部 誠（ドック・健診事務長）

9 月 15 日号 （インタビュー記事）そこが知りたい！　医事最新情報
「残業時間０有給全消化へ」仕事の仕方改革～仕事の質を上げて職員に誇りを～ 篠部 誠（ドック・健診事務長）

〜書籍〜

ラジオ

執筆

〜雑誌〜

『Medical Practice』（文光堂）
第 34 巻 1 号（1 月発行） 特集：心不全／ State of the Art　- 心不全診療の課題克服に向けて - 座談会司会 / 須永眞司（院長）
第 34 巻 6 号（６月発行） 特集：不整脈／今後の不整脈に対する治療のあり方について考える 座談会司会 / 須永眞司（院長）
第34巻12号（12月発行） 　特集：弁膜症／弁膜症診療の今 座長 / 須永 眞司（院長）

『日本内科学会雑誌』（日本内科学会）
第 106 巻 都市部における内科医による地域医療の実践と課題（P327 ～ 334） 司会 / 須永 眞司 ( 院長 )

『血液内科』（科学評論社）
第 75 巻 5 号（11 月発行） 化学療法による自然免疫低下と易感染性 須永 眞司（院長）

調布医療連携カンファレンス
第 11 回　１月 24 日　須永 眞司（院長）
 「貧血の診断と治療  ～原因検索の方法と治療の実際～」
第 12 回　7 月 17 日　大熊 るり（リハビリ科医）

「摂食嚥下障害のリハビリテーション
　　　　　　　　　～最期まで口から食べるために～ 」
医療介護勉強会
第６回　6 月９日
・安藤 夏子（看護師）
  「認知症患者ケアへのユマニチュード導入とその効果」
・林 美由紀（看護師）「急性期病院の退院支援～地域との連携～」
・佐久本 和香（認定看護師）「褥瘡ケアについて ～事例報告～」
第７回　11 月 10 日　安藤 夏子・石川 咲希（看護師）

「フランス生まれの包括的 コミュニケーション ユマニチュード」

調布薬薬連携
第 11 回　6 月 24 日　金子 千草（薬剤師）　

「〈他施設での吸入療法研究会の実態〉について」
第 12 回　１0 月 14 日　高倉 利矢子（薬剤師） 

「〈東山吸入指導ネットワーク〉について」

〜カンファレンス・勉強会〜（会場／調布東山病院）〜ユマニチュード研修〜

【安藤夏子、石川咲希（看護師）】

ユマニチュード入門
1 月 14-15 日・７月 8-9 日　
会場／全日本病院協会（司会／小川 聡子〈理事長〉）
2 月 11-12 日・６月 3-4 日・7 月 23 日・8 月 5-6 日・
10 月 7-8 日・11 月 11-12 日・12 月 2-3 日　
会場／東京医療センター

福岡リーダー育成研修（福岡市主催）
1 月 24-26 日　会場／原土井病院（福岡県）
３月 1-2 日　会場／アクロス福岡（福岡県）

施設導入コース
2 月１- ３日　「フォローアップ研修」
会場／東京医療センター
9 月６日　会場／調布東山病院

実践者育成コース
6 月 24-25 日・7 月 19-20 日　会場／東京医療センター

　11 月 14 日の「世界糖尿病デー」にちなみ、ブルーライトアップの取り組みを行いました。11 月 19 日に
は当院にて関連イベントを開催し、小学生を中心に多くの方にご参加いただきました。今回の取り組みには、
ご後援いただいた調布市や調布市医師会、教育委員会や市内小・中学校、ブルーライトアップを実施していた
だいた施設、この他にも多くの皆さまのご協力をいただきました。あらためて御礼を申し上げると共に、ここ
でご紹介させていただきます。

【ブルーライトアップを実施いただいた施設】調布市医師会館さま、創造印刷さま、（特定医療法人研精会 山田病院さま）、特定医
療法人社団青山会 青木病院さま、おぎもと内科クリニックさま、　（株）東京スタジアムさま、　（株）角川大映スタジオさま、深
大寺さま、調布クレストンホテルさま【当院外壁のライトアップ】（株）アーク・システムさま【院内のライトアップ】キングラ
ンメディケア（株）さま【内視鏡検査体験】オリンパスメディカルサイエンス販売（株）さま【スタンプラリー】（株）フェイス
クリエイツさま【健康相談カフェ】（株）おいしい健康　調布市社会福祉事業団知的障害者援護施設　すまいるさま【広報関連】（有）
くろすとーくさま、調布エフエム（株）さま、調布経済新聞さま

トピックス

2017年　世界糖尿病デー

昨年 12月 16 日、調布東山病院の７階食堂で毎年恒例のクリスマスコンサートを開催しま
した。ご招待したのは当院で入院中の患者さま。大変な入院生活ですが「ひと時でも心和
む時間を過ごしていただければ」という思いのもと、職員が心を込めて準備した手作りの

コンサート会です。職員とゲストによるカルテット
に合わせて、“きよしこのよる ”や
“ ふるさと ”を合唱しました。

年末の一コマクリスマスコンサート
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明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

　新年あけましておめでとうご
ざいます。旧年は当院の地域連
携にご協力賜りまして、誠にあ
りがとうございました。
　昨年は、９月１日より外来診
療と内視鏡検査の〈地域連携枠〉
を新設することができました。
運用を開始してから３ヵ月が経
ちましたが、先生方より依頼を
いただいてからの回答時間、受
診・検査日の早期対応が可能と
なっております。
　今年は〈地域連携枠〉をます
ますご利用いただき、先生方の
診療にお役立ていただければと
思っております。本年もどうぞ
よろしくお願い申し上げます！

［地域連携室課長　杉田 薫］

編集 /発行
調布東山病院　経営企画部広報課
TEL : 042-481-5583　FAX : 042-481-5535

編集後記　あけましておめでとうございます。お正月といえばお雑煮ですが、お雑煮は地域や家庭に
よって個性があって面白いですね。ちなみに、名古屋の実家は鰹出汁のおすましに、四角い切り餅、具
は白菜のみで鰹節をかけていただきます。皆さまはどんなお雑煮を召し上がりましたか？（広報課）
表紙撮影：宇佐見 佳代

月〜土・9:00 〜 16:30
日祝日・休み

会場／調布東山病院
　　   ７階会議室　
参加費／無料
申し込み／地域連携室まで
　　　　　お電話をお願い
　　　　　します。

地域連携室より

お知らせ

予約方法

●外来診療　各医師に１枠
※紹介状をお持ちの患者さまから
　地域連携室へお電話をいただき、
　予約を取ることも可能です。

●内視鏡検査　
胃カメラ　　10:00　１枠
大腸カメラ　13:30　１枠
※医療機関からのみの予約とさせ
　ていただきます。

地域連携室 診察・検査・入院など、
お気軽にご相談ください。

TEL : 042 - 481 - 5044（直通）
FAX : 042 - 481 - 5056▶

～ 地域の先生からのご紹介患者さま専用 ～
“ 外来診療 ” と “ 内視鏡検査 ” に〈地域連携枠〉のご案内

地域連携枠の内訳

1 月 27 日（土）14 時〜 15 時

地域連携室　運動療法教室

地域連携室にお電話をいただく
か、「診療・検査予約申し込み書」
を FAX でお送りください。

医師向けイベント

地域の皆さま向けイベント

椅子ヨガ&
　簡単ダンス教室

調布医 療 連 携
2018 年 1 月 23 日（火）19 時 30 分〜 21 時　
講師／肝臓内科　佐藤 雅哉 先生（東京大学医学部附属病院 検査部、当院非常勤）

　『変化し続ける肝炎診療　
　 　　〜がんにもつながる肝障害、専門医にご相談ください〜 』

第 13回 カンファレンス

日医生涯教育制度の
単位取得が可能になりました。

カリキュラムコード・単位
cc:82［生活習慣］1 単位
cc:12［地域医療］0.5 単位

会場／調布東山病院 7 階会議室
参加費／ 500 円（軽食をご用意いたします）
問合せ・申込み／地域連携室（042-481-5044）

先生方からご紹介いただいた症例もまじえ、ウイルス性肺炎から NASH まで、検査・治療ともに変化し続ける
肝炎診療について、ご一緒に学びましょう。皆さまからのご参加を心よりお待ち申し上げます。

初日の出（伊豆下田 入田浜）


