
　このたび副院長職を拝命した冬賀です。主に「病院
機能の向上」に関する分野を担当することとなりまし
た。皆様に、より良質で安全な医療を提供することを
目指してまいります。
　東京警察病院は2008年に中野に移転して以来、
地域の方 の々ご支援を頂きながら、この地に根ざした
医療を推進してきました。今後も、皆様に信頼される
病院であり続けるように、職員一同努力する所存で
す。宜しくお願い致します。

　7月より整形外科部長として仕事をさせて頂いてお
ります、原口と申します。私たちは質の高い医療を提供
するために、常に新しい知識・技術を吸収して、全員で
治療方針を決定しています。また医療レベルを維持す
るために若い先生の教育に力を注いでいます。「警察
病院で治療を受けてよかった」と地域の皆様に思って
頂けるよう、また近隣の先生方には「警察病院に患者
さんを紹介して間違いなかった」と感じて頂けるよう、
一層の努力をしてまいります。

主な執刀医
整形外科 部長
人工関節センター長
古澤　達也
［卒業年度］平成2年卒
［主な資格］日本整形外科学
会専門医／日本整形外科学
会スポーツ医［所属学会］日
本整形外科学会／日本人工
関節学会／日本股関節学会
［研究課題］人工股関節置換

術における最小侵襲手術(MIS)／人工膝関節置換術
の手術療法／人工股・膝関節の再置換術

整形外科
角田　直也
［卒業年度］平成17年卒
［主な資格］日本整形外
科学会専門医
［所属学会］日本整形外
科学会／関東整形災
害外科学会

東京警察病院の頭文字「Ｔ」をモチーフに、３つの「意味」を込めてつくられました。
Thoughtful（ソートフル）
Technical（テクニカル）
Trustworthy（トランスウォーシィー）

‥‥‥‥‥‥‥‥
‥‥‥‥‥‥‥‥

‥‥‥

患者様の立場に立った医療を目指していきます
医療レベルの向上に努めていきます
皆様の信頼に応えていきます
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わたくしたちへのコンタクト
　ホームドクターもしくは近医からの情報提供書をお持ちになり、当院予約セン
ターで予約を取ってから受診していただくとお待ちになる時間が少なくてすみます。

人工関節センターの紹介

整形外科
 原口　直樹

リハビリテーション科
 冬賀　秀一

人工股関節・膝関節の手術を考えている患者さんへのメッセージ

ぜひ、病院ホームページ、東京警察病院人工関節センターもご覧ください。

副院長紹介 整形外科部長紹介

わたくしたちの設備　
　手術は最高レベルの無菌環境の手術室でおこなわれます。
　総合病院内の人工関節センターですので、循環器科・腎臓
内科・集中治療室などと連携し、合併症のあるリスクの高い患
者さんにも安心して手術を受けてもらえる体制をとっています。
　整形外科とリハビリテーション科が協調しており、術後の
集中的なリハビリで早期復帰を可能にしています。しかし、単
なる早期退院ではなく、一人ひとりの能力に合わせて｢自信を
持って生活できること｣を目標にサポートします。

わたくしたちの技術
　現在年間約１３０例の人工関節手術を行っています。警察病院の中野での開
設以来、人工関節の症例数は着実に増えており、地域の皆様のお役に立てている
ものと自負しております。
　警察病院の人工関節の歴史は長く累計2000症例を超えるようになりました。
10年から20年といわれた過去のインプラントの寿命がきている方もおり、再置換
術も数多く経験しています。ちなみに現在のインプラントの寿命は30年といわれる
ようになりました。
　医療機器や手術方法については、最新のものが必ずしも良いとは限らないため、
トレンドに惑わされず、我 が々専門の目を利かせて｢新しく、良いもの＝確実なもの｣
を選別して提供します。

わたくしたちの気持ち
『この手術はこの患者さんにとって　
　　　一生に一回の手術である。』
『ひとりひとりの手術を丁寧に行う。』

　我 の々目的は｢患者さんの幸せ｣です。幸せの形は人によっ
ていろいろあると思いますが、股関節や膝関節の人工関節技
術によってもたらされるものは、痛みがなく歩けるようになるこ
とです。「 痛みがなく歩ける ⇒ やりたいことができる ⇒ 人生
の時間を有意義に使える ⇒ これはきっと幸せなこと.」と信じ
て日 の々手術に挑んでいます。

正常に近い
股関節人工関節

地域の基幹病院として患者様の健康に役立つ情報を！
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東京警察病院整形外科医員。1999年4月整形外科部長。2010年6月人工関節セ
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禁煙外来のご案内 健康診断の血液検査で何がわかる？
禁煙をはじめてみませんか？

禁煙に取り組みたい皆様のお手伝いをします！！

完全予約制

診  察  日

スケジュール

※条件により、自費診療になる場合があります。

禁 煙 の 効 果 と メ リ ッ ト

　健康診断等で行われる血液検査では、生活習慣病をはじめ、さまざまな
疾患を発見できるきっかけとなり、さらに今後、発症する病気の予測・予防
ができます。今回は、普段目にする検査項目を簡単に解説します。

　１階玄関からロビーに入ったすぐ右側にあり、患者様が最初に来院
されどんな症状で何科を受診するのか、手続きはどうするのか等の不
安を解消したり、困ったことの手助けをしているほか、再来受付機や診
療費支払機の操作方法などもお手伝いしています。　　
　また、玄関には車椅子１０台を準備し、車椅子の補助等患者様の要
望に応じ最大限ご支援をしております。
　さらに、ボランティ
アの方々にも活動し
ていただき、各種のご
案内や車椅子の介助
等を行い、地域から
頼られるより良い病
院を目指しています。

　医療福祉相談室には5名のソーシャルワーカーが在籍しています。病
院で働くソーシャルワーカーは、病気や障害によって生じる生活上の相
談ごとに対応する社会福祉の専門職です。入院・外来を問わず、ご相談
に対応しています。在宅介護や看護についての心配、医療費や生活費の
不安、退院後に元の生活に戻れない場合等お困りのときはご相談下さ
い。当相談室は9Fにございます。予約を取っていただけますとスムーズ
にご相談が
可能です。

　医療連携室は、4人のスタッフで活動しています。主な業務は、紹介状
をお持ちの患者様や医療機関からの診療紹介の受入手続きです。医療
機関等からの急患のご依頼にも迅速に対応・受入するように努めてい
ます。その他に、医療連携に関わる様々な問合せや電話対応、事務等に

携わっております。
　日々、地域の皆様の
ご期待に応えられるよ
うなネットワークを構
築し、医療連携活動に
務めてまいります。

受付時間 ８：１５～１７：００（日曜・祝日除く）
電話番号 ０３－５３４３－５７６０・５７６２（直通）

お問い合わせ窓口：1階④番・初診窓口
お電話によるお問い合わせ：予約センター
                                     電話番号 03-5343-5620（直通）
　　　　　　　　　　　　 8:30～16:00（日曜・祝日除く）

診察予約方法　1階④番・初診窓口でお申し込みください。

健康保険の適用による禁煙治療は、12週（3か月）間で5回の診察を行います。

※ 予約の注意点
● お申し込み時に5回分の診察予約をお取りしますので、ご自身のご予定を確認されたうえでお越しください。（予約変更不可）
● 担当医師の変更は行えませんので、予めご了承ください。

担当医師

初　診 再診①
2週間後

再診②
4週間後

再診③
8週間後

再診④
12週間後

野崎　みほ
佐藤　博明
丸茂　一義

曜　日
月曜日
木曜日
金曜日

診察時間
14：00・14：30

09:30
15:00

AST(GOT)
ALT(GPT)
LD(LDH)

アルフォス(ALP)
γ-GT(γ-GTP)
総ビリルビン
直接ビリルビン
コリンエステラーゼ

肝炎の有無を調べています。

肝臓、心臓、肺、血液、骨格筋の状態を調べています。
肝臓、胆道、骨の状態を調べています。
薬剤やｱﾙｺｰﾙによる肝臓の影響を調べています。

黄疸の有無や種類を調べています。

肝炎、肝硬変、脂肪肝の有無を調べています。

白血球数(WBC)
白血球分画
赤血球数(RBC)
ヘモグロピン(Hｂ)
ヘマクリット(Ht)
血小板数(PLT)

炎症の有無や血液がんの
有無などを調べています。

貧血があるか知ることができます。

出血を止める働きが適切か調べています。

白血球数(WBC)
白血球分画

炎症の有無や血液がんの
有無などを調べています。

ナトリウム(Na)
カリウム(K)
カルシウム(Ca)
無機リン(IP)

マグネシウム(Mｇ)

体液の成分バランスや腎臓、骨、
副甲状腺の状態などを
調べています。

血糖(GLU)
尿糖

インスリン値
HbA1c

血液中のブドウ糖で、糖尿病かどうか調べています。
尿中のブドウ糖を調べています。
膵臓から出る血糖を調整するホルモンを調べています。
1～2ヶ月間の血糖の平均値を調べています。

クレアチニン(CRE)
尿酸(UA)
鉄(Fe)

TIBC,UIBC
総蛋白(TP)

アルブミン(ALB)
A/G比
蛋白分画

尿素窒素(BUN) 老廃物の量から腎臓の状態を
調べ、また尿酸は痛風に
ついても調べています。

貧血の原因となる鉄不足の
有無を調べています。

蛋白の成分量や比から
栄養状態の把握や、肝臓病、
腎臓病の有無の診断に
利用します。

総コレステロール(T-CHO)
HDL-コレステロール(善玉)
LDL-コレステロール(悪玉)
中性脂肪(TG)

脂質異常症(高脂血症)の有無を調べています。
LDLコレステロールは動脈硬化・心筋梗塞の
危険因子とされる悪玉コレステロール、
HDLコレステロールはLDLコレステロールを
取り除く善玉コレステロールのことです。
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院内の紹介

　再診予約センターでは、再診の患者様の、外来
予約全般に関する業務を担当しております。

●かかりつけの先生の、
　診察の予約を取ってほしい。
●都合が悪くなったので、
　予約日を変更したい。
　　などございましたら、お電話で承ります。
受付時間　８：３０～１６：００（日曜・祝日除く）
電話番号　03－5343－5620・5621（直通）

※お問い合わせの内容によりましては、予約セン
ターでは対応できない場合があります。
※複数のお問い合わせが重なった場合、電話が
繋がりにくくなることがあります。お手数です
が、少し時間をおいておかけ直し下さい。

血液内科　副部長
林　達之
［専門領域］血液のがん（白血病、悪性
リンパ腫など）
［主な資格］日本内科学会専門医／
日本血液学会血液専門医・指導医

お金や余暇が有効に使える呼吸が楽になる 食事がおいしくなるお金や余暇が有効に使える呼吸が楽になる 食事がおいしくなる

総合案内 医療福祉相談室 医療連携室 再診予約センター
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P  屋外駐車場 119台 一般料金：200円/30分 受診者料金：100円/30分

■ 自動再来受付機 稼働時間……7：30～16：00
■ 自動入金機 稼働時間…………8：30～17：00
　 ※防災センター自動入金機：24時間稼働

レストラン「憩」

1F

9F

営業時間：

営業時間：

6:00～21:00

7:30～18:00

◆時　　　間 :  １４:００～１５:００(開場１３:３０) 
◆場　　   所 :  東京警察病院　９階　大会議室
◆参 加 申 込 :  経営企画課へお申し込み下さい。
①電話

②FAX

※電話番号・FAX番号をお確かめのうえ、お間違えのないようお願いいたします
＊各回とも定員になり次第、締め切りとさせて頂きます
＊当日、お車の方は病院の駐車場をご利用下さい（30分/１00円）

　今回開催されるセミナーは、東京警察病院に勤務する認定看護師が担当します。
認定看護師とは、特定の専門分野において熟練した技術と知識を持った日本看護協
会が認定した看護師です。当院には、8名の認定看護師が在籍しており、患者さんが
少しでも安心して生活が送れるよう看護ケアの質向上に向けた活動を行っています。
　私達認定看護師は、患者さんやご家族の方に安心して療養していただくために少
しでも不安や疑問が解消でき、健康的な生活が過ごせる一助となるよう「認定看護師
セミナー」を企画しました。

関東バス 東京警察病院正門前バス停

関東バス 東京警察病院正門前バス停

早稲田通り

北口

野方行（０番）
（東京警察病院正門前経由・平日のみ）

野方行（７番）

関東バス バス停

阿佐ヶ谷行（８番）
八成小学校行（３番）
（なかのん）

徒歩の場合：東京警察病院正門まで約10分 北口

南口

東京方面▶
JR

高円寺駅
JR・東京メトロ
中野駅

明治大学

帝京平成大学

商業ビル・マンション

中野四季の森公園
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案内地図

受付
時間

月曜日～土曜日 午前

■ 休診日：日曜日・祝日・年末年始（12/29～/1/3）

午後
11:30
16:00
～
～

8:00
12:30

〒164-8541 東京都中野区中野4丁目22番1号　電話番号：03-5343-5611（代表）

私たちは、医療の質の向上と患者さまの
満足を目指し、日夜努力いたします。

●私たちは、患者さまの権利と意思を尊重し患者さまの立場に立った医療を実践します。
●私たちは、常に医療モラルと医療レベルの向上に努め、良質で信頼される医療を提供します。
●私たちは、地域の皆さまの信頼のもと、地域医療の発展に貢献します。
●私たちは、医療を通じて職域をサポートし社会の安全に寄与します。
●私たちは、患者さまが安心して療養に専念していただけるよう、健全な経営を推進します。

理　　念 基本方針

診療のご案内

～認定看護師が行う患者さんやご家族向けのセミナーです～
みなさまの「いきいき生きる」をサポートします認定看護師セミナーのご案内

＊「こんなことを聞いてみたい」「こんなときはどうするの？」という相談も喜んでお受けします。
＊時間内であれば途中で参加されても、途中で帰られても大丈夫です。 どなたでも自由に参加できますので、気軽にお立ち寄りください。

眼科部長第53回　｢テーマ未定」11/22（土）

小児科部長第54回　「テーマ未定」12/6（土）

副院長(産婦人科部長)

稲用 和也

宇田川 美野子

今西 由紀夫第52回　｢子宮内膜症について｣10/11（土）
テ ー マ 講  師

区民健康講座のご案内

※テーマ未定につきましては、決定次第当院のホームページ、院内掲示等でご案内いたします。

受講料無料

講演後には、皆様からのご質問も承ります。たくさんの方のご参加を心よりお待ちしております。

TEL 03-5343-5611（内線14551）
受付時間：8：30～17：00 （日曜・祝日除く）
ホームページよりFAX用紙を印刷頂き送信して下さい。
FAX 03-5343-5612

ATMあり

開催日　平成26年11月18日（火）　14：00～16：00
場　所　東京警察病院　2階多目的ホール

「美味しく食べるために」
「オムツ内環境とスキンケア
　　　～下痢したときの場合～」

● ミニ講義

「しっかり手を洗おう」
● 体験コーナー

地域の皆様を対象に医療の様 な々分野と健康の知識について
当院の医師がわかりやすく解説する健康講座を開催しています。

   過去のテーマ一部
● 関節リウマチとその治療薬
● 教えて！乳がん
● 脳卒中？その時あなたはどうしますか？
● 「子宮頚がん」～その診断と治療と予防～

   参加者の声
● 繰返しでも聴講したいと思いますので続けて企画をお願い致します。
● 地域でこのようなお話が聞けて幸せなことです。
● 現場だからこそのお話が聞けるのが
　 とてもよいと思います。

受講料
無料

事前申し込みは不要


