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明けましておめでとうございます。皆様方に
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●巻頭言
鈴木修副院長 ‥‥‥‥‥‥‥ 1

は今年こそ良い年であります様に祈念いたし
ます。
「備えあれば、憂いなし !」
振り返ってみますとこのところ、以前の日
本では到底考えられない様な事象が大変多く

て融けてしまうそうです。地球全体が病んでいる、そしてその病状
は加速度的に悪化の方向に向かっていると思わざるを得ません。
そこで、
「備えあれば憂いなし」ということです。こうかん会では

鈴 木

しくないのはご存知のとおりです。あと数十年先には北極の氷が全

長

いました。国内でも地震が多発、いつ大規模地震が発生してもおか

院

●地域の開業医さん
熊谷医院 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8

せん。近隣諸国を見ても大規模な地震、津波、洪水などの自然災害
・・・
が続き「つなみ」という言葉が世界語として通用する様になってしま

副

などもそうですが気象の変化による大雨・洪水・
急激な温暖化、つい最近では竜巻による被害など枚挙に暇がありま

●新入職医師紹介 ‥‥‥‥‥‥ 11

頭
言

なっています。経済問題、頻繁な家庭内殺人

●各科紹介
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●こうかん会トピックス ‥‥‥ 9

巻

毎年、
「消防訓練」はもとより、大規模地震を想定しての「合同防

●編集後記 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11

課のご協力をいただき、負傷者の症状の確認と分類（トリアージ）、
担架やリヤカーを使ってのけが人の搬送など実践さながらの訓練を
行ってまいりました。昨年は町内の皆様方とこうかん会スタッフ併
せて 230 名が参加、年々規模も大きくなり新聞にもその訓練の模
様が掲載されました。このような活動に対して、医療法人こうかん
会日本鋼管病院は川崎事業所消防協力会より防火・防災管理優良
事業所として表彰していただきました。これもひとえに地域の皆様
方のご協力の賜物とこの場をお借りしてお礼申し上げます、ありが
とうございました。
今後もこうかん会は、地域の皆様の健康と安全を守るための備
えを怠らず、日々努力してまいる所存ですので今後とも引き続きご支
援ご協力の程宜しくお願いいたします。

どなたでも受診できます…こうかんクリニック

修

●基本理念と行動指針 ‥‥‥‥ 12

災訓練」を、近隣 6 町内会の皆様と川崎消防署ならびに市の防災

各

科

紹

介

〜産婦人科〜

長い歴史を引き継ぐ当院の産婦人科
当院の産婦人科は、70 年以上前に開設され、川崎
市内の民間病院の産婦人科としては最も長い歴史を
持っています。これも地域の皆様にご支援いただいて
まいりましたおかげと深く感謝しております。
平成 18 年 6 月、産科・新生児医療を取り巻く諸般
の厳しい事情から、当院は分娩の取り扱いを一時休止す
るに至りましたが、これを機に、当科は分娩中心の産科
主体医療から新しく生まれ変わることになりました。

前任者の吉田丈児、山田満稔医師の後任として、
慶應義塾大学医学部産婦人科から青木類、升田博隆の
2 名が常勤医として派遣され、以前にも増して地域の
皆様に愛される産婦人科を目指したプロジェクトが始
動したのです。
それから半年以上が経過しました。現在の日本鋼
管病院産婦人科がどのようになっているのか、それを
ご紹介いたします。

当院の産婦人科の特徴
第 1 の特徴「医療の質と専門性」
当科は、臨床面・学術面ともに専門性の高いスタッ
フで構成され、大学病院と密接な連携を持ち、質の高
い医療を実践しています。
とくに、婦人科がんの化学療法（抗がん剤による
治療）と婦人科内視鏡手術（腹腔鏡手術）に重点を置
き、一般病院の水準を超えた高度な専門医療を提供い
たします。

を持ってご紹介いたします。
第 4 の特徴「女性の骨盤外科」
当科は、外科、泌尿器科と共同して、女性の骨盤
内にある腫瘍の手術を積極的に行う態勢にあります。
つまり、骨盤内の手術をチーム医療で行うという「女
性の骨盤外科」が特徴の一つです。
これにより、子宮や卵巣を超えて腸や膀胱にまで
広がったがんの患者様でも、安全な手術を行うことが
できます。また、婦人科内視鏡手術の安全性も一層向
上するに至りました。

第 2 の特徴「地域連携」
当科は、近隣の開業の先生方と密接な診療連携の
体制をとり、ご紹介いただいた患者様の治療方針や結
果を迅速に報告し、地域医療の発展に取り組んでいま
す。
また、退院後も、可能な限り、紹介元の先生方に
継続診療していただくようお願いし、双方向の紹介シ
ステムを実現しています。

産婦人科スタッフ

第 3 の特徴「妊婦検診と胎児診断」
当科は、分娩取り扱いは休止しておりますが、診
療相互連携関係にある近隣の病院で出産予定の方に対
しては、妊娠初期から妊娠 32 週（妊娠 9 ヶ月の初め）
までの産科検診と胎児の超音波検査を当科で受けるこ
とができます。（詳しくは、こうかんクリニックまで
お問い合わせ下さい。）
また、どの医療機関に受診中の方でも、胎児の先
天異常や発育の異常の疑いがあれば、当科で胎児超音
波検査を行います。必要に応じて羊水穿刺による染色
体検査や、トリプルマーカー検査（血液検査）も行い
ます。胎児診断の専門医が的確な診断を下し、結果に
異常がある場合は、大学病院を含めた専門施設へ責任
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守（非常勤医師、慶應義塾大学医学部産婦人科専任講師）

青木医師は、慶應義塾大学医学部在学中にアメリカ

田中医師は、慶應義塾大学医学部を卒業し、慶應義

の国外医師資格認定試験（ECFMG）に合格し、日米

塾大学医学部の産婦人科学教室の専任講師として、胎

ダブル医師免許を取得した後、臨床研修を経て、慶應

児の超音波診断で我が国のトップレベルにあるだけで

義塾大学医学部の大学院に入学。大学院在学中に日

なく、双子の胎児治療に関しては先駆者として知られ

本で最初の凍結受精卵による体外受精で不妊女性の妊

ています。

娠・出産に成功した業績により、国際学会で最年少の

また、アメリカ産科婦人科学会の会長を務めたユタ大

座長に選ばれ、招請講演を行いました。また国内では

学の Eli Y. Adashi 教授の下で研究生活を送り、一流学

受精着床学会の評議員に推薦されました。

術雑誌である Development にも論文が掲載されました。

甲種医学博士号の取得後は、慶應義塾大学の医学部

日本鋼管病院においては、非常勤として十年来にわ

助手、東京工業大学生命理工学部生体分子工学科の講

たって胎児の超音波診断を担当しています。田中医師

師を経て、カリフォルニアの医学研究所で不妊症と癌

の指導のもと、当院の超音波検査技師は学会認定の資

の転移メカニズムの両方に関連した遺伝子を研究し、

格を持ち、一般病院としては神奈川県で有数の臨床経

論文はヨーロッパの一流学術雑誌に筆頭著者として掲

験を持つに至りました。

載されました。

現在、田中医師は毎週水曜日の午前中に、当院の産

その後、テキサス州にある世界最大の MD アンダー

婦人科特殊外来を担当しており、胎児の先天奇形の診

ソンがんセンターに、日本人初の婦人科腫瘍学の常

断から治療の相談に至るまで、非常に専門性の高い医

勤ティーチングスタッフとして採用されることにな

療を提供しています。

り、臨床面では婦人科化学療法の世界的権威、John J.

あさ だ ひろのり

浅田弘法（非常勤医師、慶應義塾大学医学部産婦人科専任講師）

Kavanagh 教授の直接指導を受け、最新の化学療法、
分子標的療法、そして遺伝子治療の臨床試験の経験を

浅田医師は、慶應義塾大学医学部を卒業し、現在は

積みました。

専任講師として慶應義塾大学病院産婦人科の内視鏡

同がんセンターでの仕事が認められ、英文医学書

（腹腔鏡）手術の主導的な立場にあります。日本産科

（“Chemotherapy for Gynecological Neoplasms”

婦人科内視鏡学会の技術認定医という専門医の資格を

Marcel Dekker, Inc., New York, 2004） の 第 1

有し、腹腔鏡手術の専門家として数々の困難な手術に

章を筆頭著者として執筆したほか、アメリカ癌学会

成功してきました。

（AACR）で自身の研究内容が採択され発表を行い、

浅田医師の技術力は日本で屈指のレベルにあり、産

国際婦人科腫瘍学会（IGCS）では座長を務めました。

婦人科専門誌に手術法の論文を発表するのみならず、

その後、帰国し、平成 18 年 5 月に日本鋼管病院の

関連学会においても内視鏡手術についてのセミナーを

産婦人科部長に着任。現在は専門性を活かし、アメリ

担当してきました。

カと同レベルのがん化学療法を目指しています。また、

当院産婦人科においては、技術的に難しいとされる

がんや良性の婦人科腫瘍の手術、不妊症や子宮内膜症

内視鏡手術のケースも含めて精力的に治療を行ってお

のホルモン治療なども行っています。

り、今後さらに手術の数を増やしていく予定です。
い ずみしゅんいちろう

ます だ ひろたか

和泉 俊 一郎（非常勤医師、東海大学医学部産婦人科助教授）

升田博隆（常勤医師）
升田医師も青木医師と同様に、慶應義塾大学医学部、

和泉医師は、慶應義塾大学医学部を卒業し、現在は

大学院を卒業。大学院では子宮内膜細胞を実験動物に

東海大学医学部の産婦人科助教授として多方面に活躍

移植する技法を開発しました。また、近年注目されて

しています。とくに、流産を繰り返す「習慣流産」を

いる再生医療の研究で、日本内分泌学会、日本ヒト細

含めた不育症に関しては国内最高水準の治療成績を有

胞学会の学会賞を受賞しました。

することで知られています。

臨床面では、婦人科がんの手術経験を積み、化学療

当院の産婦人科では非常勤として、不育症を中心と

法や婦人科腹腔鏡手術も含めた産婦人科診療を行って

した内分泌外来を担当しています。

います。


おもな診療内容
1. 婦人科系の「がん」

（2）診断
a）画像診断のセカンドオピニオン :

婦人科系のがんは、早期発見すればかなりの確率で
治ります。そのためには検診が非常に大切です。当科

当院の放射線科と連携して、他の医療施設で

では、検診に力を入れているだけではなく、検診で異

撮影された CT や MRI 画像についても、画像解

常が発見された場合でも、精密検査により病気の進行

析を行います。必要と判断した場合には、当院

度を正確に診断して、最適の治療法を選択・実行いた

でも CT、MRI を撮影し、他の医療機関での画

します。

像と比較することにより、より的確な診断と治
療方針の相談を行います。

また、がんの治療法の選択にあたっては、患者様や

b）病理組織標本のセカンドオピニオン :

ご家族の納得がいくまで何度も機会を設けてご説明い
たします。再発した場合の化学療法についても、治療

上記と同様に、他の医療施設で採取した患者

成績の高い、専門性を活かした診療を行っています。

様の病理組織標本についても、当院の病理部門
において診断し、それを臨床情報と総合して産
婦人科スタッフがセカンドオピニオンの相談に

（1）検診

応じます。

a）子宮がん検診（子宮頸癌・子宮体癌）:
川崎市の一般検診・老人健診も取り扱います。

なお、子宮頸部の病理組織標本で、高度異形

日本鋼管病院の人間ドックにも対応しています。

成よりも進行した上皮内癌・微小浸潤癌の疑い

当院には細胞診の専門資格を有する病理検査

がある場合には、当科において組織を再度採取
して確認します。

スタッフと常勤の病理診断医がおり、がんの疑

c）手術療法 :

いのある方については病理検査部門と産婦人科

当科スタッフである青木医師、升田医師とも

スタッフが連携して迅速な対応をしています。
異常と判断されると、その場で産婦人科部長に

に婦人科がん手術の経験数は豊富であり、がん

電話報告が入るシステムです。

の進行度に即した適切な手術を行っています。
リンパ節の郭清にあたっては、骨盤神経を可能

b）二次検診 :

な限り温存し、術後の排尿・排便障害を最小限

他施設の人間ドックなどで子宮頸部の異常を

にするよう心がけています。

疑われた方への二次検診においては、子宮頸部
の表面を特殊な顕微鏡で拡大して診断する「コ

また、傍大動脈リンパ節郭清を含む大規模な

ルポスコープ」を用いて病変部をデジタル撮影

手術においては、上記 2 名に加えて、手術経験

し、患者様への説明やご紹介いただいた先生方

の豊かな非常勤医師を含めた 3 人態勢で行いま

への連絡、病理診断データベースに活用してい

す。さらに、自己血の術前貯血も希望する方に

ます。

対して行っており、輸血のリスクを最小限にし
ながら安全な手術を行います。

c）卵巣腫瘍の検診 :
子宮がん検診で卵巣腫瘍が疑われる場合や、

当科で取り扱う手術の内容は、次の通りです。

下腹部痛などの自覚症状があり卵巣がんなどの
腫瘍が心配な方に対して、経腟的超音波断層装

子宮頸部の円錐切除術

置により検診を行います。

腹式単純子宮全摘術
拡大子宮全摘術

必要な場合には、高性能な核磁気共鳴イメー
ジング（MRI）や、高速度コンピューター断層撮

準広汎性子宮全摘術

影装置（CT）による画像診断も、可能な限り迅

広汎性子宮全摘術

速に行います。とくに CT については、外来部門

上記におけるリンパ節郭清
（骨盤内・傍大動脈リンパ節）

（こうかんクリニック）において検診受診の当日

なお、当院の外科・泌尿器科と共同して、進

に CT 撮影を行うことも原則的に可能です。

行癌における腸管切除術、尿管切除術、膀胱部
分切除術、人工肛門増設術、尿路変更術なども


行います。
d）化学療法 :
化学療法とは、抗がん剤を用いた治療のこと
です。
婦人科がんの化学療法は青木医師の専門領域
であり、青木医師が世界最大のがんセンター
（MD アンダーソンがんセンター）で最先端の化
学療法を実践してきた経験と、抗がん剤臨床試
験の最新知識に基づいて、患者様に最適な化学
療法を選択・実施しています。また、副作用対
策も万全に行っているため、従来の化学療法の

診察風景

イメージとは異なる、快適な治療を受けること

子宮体癌再発時の化学療法

ができます。

進行癌に対する、緩和化学療法

婦人科系のがんの中でも、卵巣がんは全般的

（腹水・胸水・疼痛の緩和など）

に化学療法がとてもよく効くがんなので、卵巣

なお、当科は「婦人科悪性腫瘍化学療法研究

がんの第 III 期や IV 期、一部の初期がんに対し

機構」から、平成 18 年 10 月に施設認定を受け

て化学療法を行うケースが少なくありません。

ておりますので、最新の化学療法の臨床試験に

卵巣癌の手術後の化学療法（第 1 選択薬）の

ついても対応しています。がん治療でお悩みで

あとに再発した患者様に対しても、最新の知見

臨床試験に関心がある方は、ぜひご相談下さい。

と情報に基づき適切な第 2 選択薬を決定して使
用します。第 2 選択薬に対して耐性が生じて抗

e）放射線療法 :

がん剤の効果が思わしくない患者様には、十分

当院には放射線治療施設はありませんが、以

な相談を行い、治療の選択肢の一つとして可能

前から診療提携している川崎市立川崎病院にお

な限り第 3 選択薬を用いるようにしています。

いて、放射線治療を受けることができます。

このほか、抗がん剤や中心静脈栄養の点滴が

当科に入院して放射線の治療を受ける方は、当

苦痛無く行えるように、患者様の皮膚の直下に

院が川崎市立川崎病院まで無料送迎いたします。

「リザーバー」と呼ばれる点滴用の容器を埋め込
む手術も行っておりますので、当科では進行が

（3）がん治療後の定期検診と再発時の対応

んの患者様も安心して化学療法が受けられます。

予定されたがん治療が終了し、退院されたあとも定
期検診を行い、心身両面からのサポートと、再発の早

化学療法には、次のような種類があり、当科

期発見に努めています。

はそれらすべてに対応しています。抗がん剤の

また、再発時の治療については医学的データを根拠

動脈内注入も、当院の放射線科と共同で実施し

に、最善の治療法の選択肢を提示して、QOL（クオ

ています。

リティーオブライフ、生活・人生の質）を最重要視し
た患者様の選択をお手伝いします。当科では、再発時

卵巣癌の術前化学療法、術後化学療法

の化学療法を積極的に行っており、QOL の高い、苦

卵巣癌再発時の化学療法

痛の無い治療を得意としています。

（第 2 選択薬、第 3 選択薬）

緩和ケア専門施設をご希望の方には、当院のメディ

子宮頸癌の術前化学療法

カル・ソーシャルワーカー（専属の相談員）が情報提

（抗がん剤の動脈内注入）

供や紹介のお手伝いをさせていただいております。在

子宮頸癌再発時の化学療法

宅緩和ケアや訪問看護につきましても、適切な情報提

子宮体癌の術後化学療法

供とご相談をいたします。


2. 婦人科内視鏡手術（腹腔鏡手術）

判断された場合には、内視鏡手術の適応となり

今までは、おなかにメスを入れて大きな創（キズ）

ます。
c）子宮筋腫 :

ができていた婦人科の手術でも、病気の種類と内容に
よっては内視鏡で手術できる場合が増えてきました。

子宮筋腫を取り除く「筋腫核出術」は、開腹

当科で腹腔鏡手術を執刀するのは、日本産科婦人

しないで内視鏡で行うには高度な技術と熟練が

科内視鏡学会の技術認定医資格を持つ、浅田弘法医師

要求されます。当科では、比較的困難な子宮筋

です。前述のスタッフ紹介欄にあるように、浅田医師

腫の内視鏡手術にも対応しています。

の腹腔鏡手術は日本屈指の技術レベルにあると評価さ

3. 子宮筋腫に対する「子宮動脈塞栓術（UAE）」

れています。
なお、平成 19 年 5 月以降は、慶應義塾大学医学部

子宮筋腫の中には、手術を行わずに、カテーテルと

産婦人科出身のもう一名の内視鏡技術認定医が非常勤

いう細い管を血管内に入れて治療する方法が有効な場

で当科に加わる予定であり、今後、内視鏡手術のます

合もあります。その方法は「子宮動脈塞栓術（UAE）」

ますの充実が見込まれます。

と呼ばれ、当科では放射線科と共同して治療実績を上
げています。

（1）対象となる主な疾患

どのような場合に子宮動脈塞栓術が適しているか、

a）子宮内膜症 :

ご相談だけでも結構ですので、関心のある方は気軽に

つらい月経（生理）の痛みや卵巣嚢腫の原因

受診してください。

となる良性の病気ですが、内視鏡手術によりか

4. 胎児の超音波診断

なりの改善が期待できます。偽閉経療法や低容
量ピルとの組み合わせも適切に判断しながら、

胎児に何らかの異常が疑われる妊婦の方は、紹介

内視鏡（腹腔鏡）により子宮内膜症の病巣を丁

状をお持ちの上、当科にご相談下さい。また、高齢妊

寧に手術します。

娠により胎児の先天異常が心配な方も、ぜひご相談下

b）卵巣腫瘍 :

さい。

のう

いわゆる「卵巣嚢 腫」と呼ばれる、内部に液

当科では、我が国における胎児診断のエキスパート

体がたまって膨れたものや、固形物が充満して

である田中守医師と胎児超音波診断に熟練した有資格

いるものなど、卵巣腫瘍には色々な種類があり

者の技師が診療を担当いたします。

ます。その中でも、画像診断（超音波検査や

胎児に異常がある診断された場合には、大学病院や

MRI など）・腫瘍マーカーなどで総合的に良性

小児医療専門の施設に責任を持ってご紹介いたしま

である（がんではない）可能性が非常に高いと

す。とくに慶應義塾大学病院での受診を希望される方
は、田中医師が紹介するだけではなく、同大学病院の
産科・小児科・小児外科と密接な連携をとりながら診
療いたします。
また、羊水を採取して染色体検査や、血液中の物質
を 3 種類測定して先天異常の確率を調べるトリプル
マーカー検査も当科にて行っております。

5. その他の診療について
（1）良性腫瘍の手術
子宮筋腫、子宮腺筋症、卵巣の良性腫瘍、外
陰部の良性腫瘍に対しても、1 ヶ月あたり 10 数
例の手術を行っています。当科では、入院の待ち
時間を短縮して、できる限り患者様の希望する
入院時期に対応できるよう努力を重ねています。
田中専任講師による胎児超音波診断風景



緊急以外の開腹手術であれば、平均入院期間

当科は土曜日の午前中も毎週外来診療を行っ

は約 10 日間前後です。

ていますので、平日はお務めで受診しにくい方
も上記の症状に心当たりがあれば、ぜひ受診し

（2）性器脱の手術

てください。もちろん平日も診療しています。

子宮脱や、それに伴う膀胱瘤・直腸瘤の方で、
（5）更年期障害とアンチエイジング医療

ペッサリーによる保存的治療が有効でない場合
には、腟からの手術を行います。

当科では、女性ホルモンの減少が原因と考え

この手術を必要とされる方は、比較的高齢の

られる諸症状（ほてり、のぼせ、頭痛、肩こり、

方が多いので、当科では身体的負担の少ない手

イライラ、不眠、うつ状態、しびれ、めまい、冷え、

術と麻酔法を選択し、安全性を第一に治療を行

関節痛、ドライアイ、腟の乾燥感からくる性交

います。

時の痛み、夜間覚醒、頻尿など）について、関

高血圧、糖尿病などの慢性疾患を合併してい

連する他の科と連携しながら、適切な診断と治

る患者様に対しては、当院の内科専門医チーム

療を行います。

と共同して、入院前から退院後まで一貫した内

治療法としては、漢方療法、ホルモン補充療法、

科併診体制で全身管理を行います。

精神科と連携した心理療法などがあり、患者様
との面談に十分な時間を確保しながら納得のゆ

（3）不妊症の診断と治療

く治療の選択肢を決めていきます。

慶應義塾大学病院と同じ不妊検査システムを

女性ホルモンの量が少なくなると、血液中の

採用し、短期間で異常の有無および治療方針を

コレステロールや中性脂肪が増加して、動脈硬

決定します。

化になる危険性が高まります。また、骨がもろ

当科の特徴としては、放射線科と共同して行

くなり、骨粗鬆症という病気のリスクも高まっ

う選択的子宮卵管造影検査があります。これは、

てきます。

卵管の入り口まで細い管（カテーテル）を挿入

そこで当科は、各種の血液検査に加えて、頸

して、通常の子宮卵管造影検査よりも詳しい診

動脈の超音波検査により動脈硬化の程度を調べ、

断が可能になる優れた方法です。

骨密度を測定することで骨粗鬆症のリスクを判

治療面では、経口排卵誘発剤、注射による排

定しております。超音波検査や骨密度測定は、

卵誘発治療、人工授精を実施しています。体外

原則として受診された当日に行える態勢を整え

受精が必要と診断した場合には、専門の医療機

ておりますので、迅速な診断が可能です。

関をご紹介いたします。また、女性不妊だけで

このような総合的な検査と治療を行うことに

はなく、男性不妊の漢方療法も行っております。

より、当科はエイジング（加齢現象）に対抗す
る「アンチエイジング」医療を行い、健康不安

（4）月経困難症や月経不順

のない生活作りのお手伝いをしています。

月経（生理）のつらい方、とくに将来的に妊娠・

おわりに

出産を希望される方は、鎮痛剤による単なる対
症療法で済ませずに、その背景に子宮内膜症と

全国的な産婦人科医不足や質の低下が社会問題化

いう病気が隠れていないかを調べる必要があり

しているこの頃ですが、当院の産婦人科は、この厳し

ます。

い状況に流されることなく、皆様に信頼される質の高

月経の間隔が不順で 2 ヶ月以上も間があく方、

い医療を今後も続けてまいります。そのためには、常

半年以上も月経のない方、その逆に、ひと月に 2

に患者様の立場に立った親身の診療を行い、最新の医

回も月経がある方は、そのままにしておくと重

療水準を維持するための自己研鑽と倫理性の維持が必

大な病気を見逃す恐れもあります。がんも含め

要と考えております。

て卵巣の病気が隠れていたり、放置すれば不妊

どうか今後ともよろしくお願い申し上げます。

症になるケースもあるのです。


医さん
業
開
の
地域

─ 熊

谷

医

院 ─

両先生とスタッフの皆さん
当院は、川崎市の南端、川崎区の、そのまた南
のはずれに位置する、内科・小児科・耳鼻咽喉科
の診療所です。小田・浅田地区を中心にお子様か
らお年寄まで、地域の皆様に信頼される医療を提
供すべく、親切で心のこもった医療サービスを心
がけています。
当院の成り立ちは、昭和 25 年、初代熊谷巌院
長のもとに、地域に根ざした一般内科病院として
スタートしました。昭和 42 年、先代熊谷健院長
になり、外科手術も行われるようになりました。

前列、右から２番目 倉田典子先生
３番目 荻野貞雄先生

昭和 50 年より、有床の病院の形から現在のよう

な診療所（外来診療）に形態を変え、昭和 62 年、診療所の建てかえ、平成 12 年、耳鼻咽喉科を併設
に伴い、建物も増築、倉田医師とともに筆者の荻野が診療に携わり、現在に至っています。
診療内容は、主なものとして、
◇内科・小児科・耳鼻咽喉科の一般診療
◇生活習慣病（糖尿病・高血圧・高脂血症など）の治療と生活指導
◇メタボリックシンドロームの検査と生活指導
◇基本健診（節目健診、老人健診）、内科健診（入学／就職など）
◇レントゲン（胸部・腹部等） ◇心電図、24 時間心電図（不整脈検出）
◇インフルエンザ予防接種
◇小児の定期予防接種や、7 ヶ月・10 ヶ月健診◇耳鼻咽喉科外来手術
◇一般聴力検査、特殊聴力検査
◇補聴器外来、などです。
当院でも一般的な検査・治療はほぼ可能ですが、入院や手術、特殊検査が必要な場合には、適切な
施設と連携致します。他科疾患についても御紹介致します。中でも、こうかんクリニック、鋼管病院は、
もっとも信頼して紹介できる病院のひとつで、日頃よりスムースに
受け入れていただき、たいへん感謝しております。
当院を受診される患者さんが安心して治療を受けられ、何でも相
談できるようなホームドクターを目指し、また、地域の皆様、大病
院や他科の医療機関、介護サービス事業者、公共機関などの緊密な
連携を深め、開かれたクリニックでいたいと思っています。

◎熊谷医院

神奈川県川崎市川崎区小田 5-28-15
☎ 044-322-5957

臨港バス


富士電機循環

小田小前下車

◎ザ・ベストメディカル スタッフ／グループ オブザイヤー 決定！
2006 年１年間を通じて最も患者さんに貢献し、こ
うかん会に貢献した職員・グループを顕彰します。
ベストメディカル スタッフ オブ ザ イヤー
●

保科師 長

ベストメディカル グループ オブ ザ イヤー
●

内視鏡室

●

在宅医療支援グループ

［特別賞］芸能部

●  

内視鏡室
保科師長

◎全館禁煙
２００７年１月１日から実施しました。

在宅医療支援グループ

芸能部


◎芸能部

◎華道部

患者様に喜んでいただける催し物を実施しています。

患者様の目を楽しませています。

◎院内展示
近隣の方々の展示風景です。

田島老人クラブ連合会
県立川崎高校

◎園芸部

四人の会

院内ボランティアによる球根の植え付け
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◎体験学習

◎看護学生によるキャンドルサービス

臨港中学校・川中島中学校の皆さん

♪ 医 師 紹 介 ♪

2006 年 5 月から 10 月までの間に入
職された医師を紹介いたします。
産婦人科
内
科
京浜保健センター
産婦人科
鶴見保健センター
内
科
皮 膚 科
放射線科
内
科
眼
科
内
科

青木 類（５月１日）
山川 裕之（５月１日）
喜多村 紘（６月１日）
升田 博隆（６月１日）
岩永 勝 （６月１日）
高沢 恵美（６月１日）
秋好 茜 （７月１日）
塩見 英佑（７月１日）
大西 玲子（８月１日）
市川 有穂（10 月１日）
浅井 芳人（10 月１日）

青木

類

岩永 勝

山川裕之

升田博隆

塩見英佑

浅井芳人

個人情報保護のため、男性のみ写真掲載

◎ 編 集 後 記
新年を迎え４ヵ月振りに情報誌「ふれあい」を発刊できました。小職、昨年６月に JFE スチー
ルの営業から移って７ヵ月余があっという間に過ぎました。正直、病院という未知の世界で広
報・営業をやっていけるのか不安だらけでしたが、院内外の方々のご協力で少しずつ地域連携
を進めることができてきたなと感じています。
「ふれあい」は病院と地域を結ぶ貴重なツールです。
今回は熊谷医院さんのご協力をいただき、病診連携紹介を再開できました。今後も地域に密
着した情報伝達を目指していきます。

編集責任者

11

地域連携室

田 中 宣 彦

基 本 理 念 と 行 動 指 針
基 本 理 念
1. 患者さん中心の全人的医療
安全で良質な高度医療を提供することは当然ですが、「病を見ずして病人を見
る」という言葉があります。患者さんを単なる医療の対象としてではなく、
一人の人間として接することが必要です。患者さんひとり一人の立場に立っ
た医療の実践が病院への信頼感と満足感につながります。
2. 誠意をもって奉仕する医療
病院で働く者全員が医療に直接関わっていることを認識し、常に誠実に自己の
職務に精励します。
3. 地域に根ざした医療
近隣地域を中心に県下・都内の方々を対象として、医療のみならず予防医学（健
診・ドック）、訪問看護等ニーズに応じた医療サービスを提供します。

行 動 指 針
◆患者さんと接するときには、自分の家族だという意識で行動します。
◆患者さんのために最新の知識と技術を身につけ、他部署との連携を図ります。
◆病診連携、病病連携をはじめ地域社会との関わりを積極的に深めてまいります。

日本鋼管病院病院長

「ふれあい」
をご覧になってのご意見・ご感想は、地域連携室までお寄せ下さい。

日

本

鋼

管

病

院 地域連携部 地域連携室

〒210-0852 神奈川県川崎市川崎区鋼管通１丁目２番１号
電話：０４４-３３３-５５９１
（代表）
FAX：０４４-３３３-５５９９
E-mail：nobuhiko-tanaka@koukankai.or.jp
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