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信頼の地域医療を担う
稲城市立病院の取り組み

病床数　一般　290床
診療指定
二次救急医療機関（東京都指定）、
災害拠点病院（東京都指定）
診療科
内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器
内科、神経内科、腎臓内科、外科、消化
器外科、整形外科、眼科、脳神経外科、
小児科、産婦人科、耳鼻咽喉科、皮膚
科、泌尿器科、リハビリテーション科、
放射線科、麻酔科、精神科（入院患者の
み）
関連病院・連携医療機関

▽関連病院
○慶應義塾大学病院

▽連携医療機関
○聖マリアンナ医科大学病院
○杏林大学医学部附属病院
○稲城市医師会○多摩市医師会

　日頃より稲城市立病院をご利用いただき、感謝
申し上げます。
　当院は5疾病5事業を中心とした急性期医療を
皆さんに提供しています。平成29年3月に第三次
稲城市立病院改革プランを策定し、病院経営の健
全化を進めるとともに、2025年の地域医療構想の
実現に向け病床機能の改革に取り組んでいます。
　本年は当院が稲城市（旧稲城村）に移管されて
70年目になります。これからも職員一同、皆様
に信頼され、愛される病院を目指して取り組んで
まいりますので、皆様のご支援を賜りますようお
願い申し上げます。

稲城市立病院
院長　松�　章二

　今日、我が国は少子化・超高齢化という大きな
課題に直面する中、自治体病院は地域医療を確保
しつつ、患者中心の効率的かつ質の高い医療提供
体制を構築し、地域の医療介護ニーズに的確に対
応しながら、病診連携、医療介護連携を主体的に
推進する役割を担うことが求められています。
　市立病院では、こうした自治体病院としての役
割を果たしつつ、経営基盤の安定化を図りながら、
市民が求める医療需要への対応と良質な医療提供
に、今後とも努めてまいります。

稲城市立病院開設者
稲城市長　�橋　勝浩

病院の概要 病院長より 開設者より

▲稲城市立病院（大丸1171）

稲城市立病院特集号

▽問い合わせ
　市立病院管理課庶務係
　1377－0931（代表）

○C K.Okawara・Jet Inoue

稲城
なしのすけ

信頼の地域医療を担う
稲城市立病院の取り組み

信頼の地域医療を担う
稲城市立病院の取り組み

稲城市立病院は、約9万人の市民を中心に、
地域の中核病院として、多様化・高度化する医
療ニーズに応えるべく、信頼とぬくもりのある
医療の提供に努めています。
今後も、稲城市医師会や地域の医療機関と相
互に連携しながら、皆さんに信頼される病院運
営に取り組んでまいります。

　稲城市立病院は、約9万人の市民を中心に、
地域の中核病院として、多様化・高度化する医
療ニーズに応えるべく、信頼とぬくもりのある
医療の提供に努めています。
　今後も、稲城市医師会や地域の医療機関と相
互に連携しながら、皆さんに信頼される病院運
営に取り組んでまいります。



30・９・１　広報いなぎ稲城市立病院特集号 市立病院の代表電話は377－0931です。 （2）

診療受付時間　平日（月～金曜日）診療開始は9時から

初診の受け付け
○初めて受診する方
○前回の診療科での受診から10年以上経過している方
○新たな診療科を受診する方

＜持参するもの＞
○保険証
○診察券（過去に受診している方）
○医療証（お持ちの場合）
○紹介状、画像ＣＤ（お持ちの場合）

※当院は、他の保険医療機関などからの紹介に基づき受診していただく
中核病院です。紹介状の無い初診については、保険診療と、別途、保険
外併用療養費（1,400円）がかかります。

再診の受け付け
診察の予約のある方
　「自動再来受付機」にて受け付け後、診察券と予約票を受診科の窓口
に提出し、受診科窓口前の待合ホールでお待ちください。
　検査の予約をした方は、診察券と予約票を持参のうえ、直接指定の時
間・場所にお越しください。

診察の予約のない方（初診の方以外）
　「自動再来受付機」で受け付け後、受診科の窓口に診察券を提出し、
受診科窓口前の待合ホールでお待ちください。

＜持参するもの＞
○保険証
○診察券
○予約票（お持ちの場合）
○医療証（お持ちの場合）

　市立病院は「救急指定病院」です。救急診療は休日・夜間も
行っています。
　受診の際は、市立病院�から「救急診療予定表」を確認のう
え、必ず電話をしてから受診してください。
※病状や他の患者さんの急変などで診療できない場合がありま
す。

電　　話　1377－0931
ファクス　（平日昼間）　5377－1406
　　　　　（夜間・休日）5377－1143

特徴
○乳がんの視診・触診、局所麻酔下の手術、肛門治療も行っています。
○人間ドックや健診結果で分からない部分の解説を行っています。
○ヘリコバクターピロリ菌の便検査・血液検査、治療ができます。

診療時間
午前＝9時～11時30分
午後＝1時～4時

初診受付　午前8時～11時
再来受付　午前8時～11時30分
専門受付　午後1時～3時（事前予約が必要）

救 急 診 療 に つ い て

金木水火月
○○○○○午前
○休診休診休診休診午後

※土・日曜日、祝日、年末年始は休診

坂浜診療所（稲城市立病院附属診療所）
坂浜2936番地　1331－3423
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※前回の受診日から3カ月以上経過している場合は、初診受付で保険証の確認が必要です。
※既に診察券をお持ちの方でも、新たな症状・新たな診療科で受診する場合は「初診」となります。
※午後は、手術や入院患者の診療及び対応などとなるため、外来は受け付けません。
※土・日曜日、祝日は休診です。
※眼科外来（毎週木曜日）の受け付けは、午前10時までです。

　市立病院では、特定看護師2人、認定看護師8人が、それぞれの
専門分野で幅広く活躍しています。

特定看護師
　診療の補助として、実践的な理解力・思考力・判断力や、高度で
専門的な知識・技能が特に必要とされる38行為（特定行為）を行
うことのできる看護師です。

認定看護師
　特定の看護分野で、
熟練した看護技術と知
識を用いて水準の高い
看護実践のできる看護
師です。市立病院では、
緩和ケア、皮膚・排泄
ケア、感染管理、がん
化学療法看護、透析看
護、慢性心不全看護の
認定看護師がいます。
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看護部長から皆さんへ
　看護のスペシャリストとして、各分
野で高い専門知識と技術を生かしてい
ます。患者さんとご家族、そして地域
の皆さんに、丁寧 
で質の高い看護サ 
ービスの提供に努 
めています。

看護部長
堤�　洋子



（3） 市立病院のホームページ http://www.hospital.inagi.tokyo.jp/ 広報いなぎ稲城市立病院特集号　30・９・１

　地域医療連携とは、厚生労働省が進める医療政策です。高度な医療設
備や専門性のある地域の中核病院と、地域のかかりつけ医（診療所）が
役割を分担し、病院同士が相互に連携を図り、患者さんの症状に応じた
適切な医療を提供する仕組みです。

地域で必要とされる医療連携

　医療機関にはその規模などにより、対応できる事・できない事それぞれ
に特徴があります。検査結果・薬品情報・家族背景など様々な情報を共有
することが、過不足の無い医療提供をするために、今後更に必要になると
思われます。
　病気の状態、本人・家族の希望にもよりますが、通院などを考えると、
可能ならば近隣の医療機関で治療できる事が望まれます。
　また、医療機関同士のみではなく歯科医・薬剤師・訪問看護師などの医
療連携はお互いの特徴を生かすために必要です。
私たちは顔の見える関係作りをするため、医療連
携の会や講習会などを定期的に行っております。
　こうした背景をご理解いただき、ご自身・ご家
族が医療機関を受診される際は、できれば薬剤情
報・紹介状を持参し、医療情報の共有のため、ご
協力をお願いいたします。

稲城市医師会長　谷平　茂氏

治療の流れ

市立病院で治療や検査が行われた場合、病状が安定
し、通院治療が可能になれば、再び地域の医療機関
（かかりつけ医）を逆紹介し、かかりつけ医が診察
に当たります。

リハビリや療養が必要な際は、回復期リハビリテー
ション病院や療養型病院が治療に当たります。

　患者さんの症状に応じて、市立病院と地域の医療機関（かかりつけ医
や地域の病院）が役割や機能を分担しながら治療に当たることで、患者
さんが一貫した治療を効率よく受けられるようになり、市立病院でも、
地域が必要とする急性期医療を提供することができます。
　また、急性期病院から在宅療養を希望する場合、地域連携看護師やメ
ディカルソーシャルワーカー等が中心となって、当院と地域医療機関な
どとの連携を図り、患者さんが安心して在宅療養ができるよう、退院支
援・退院調整を行っています。
　市立病院は、地域医療連携の中心となる職員の充実を図り、地域の開
業医の先生方と協力して地域医療連携を進めるとともに、患者さん中心
の医療の提供に取り組んでいます。

　市立病院では、介護に不安があっても身近に相談できる場所が
なくお悩みの方に、気軽に相談できる窓口を開設しています。
　相談内容に応じて、適切な窓口の案内や、地域の介護関係者へ
早急な情報提供などを行います。
■場本院1階エントランス

▽担当者　地域連携退院支援看護師、ソーシャルワーカー等

※開催日時などの詳細は、お問い合わせいただくか、「広報いな
ぎ」毎月1日号に掲載の「相談あんない」をご覧ください。

■問医事課地域連携係　1377－0931

地域の医療機関（かかりつけ医）が入院や特別な検
査・治療などが必要と判断した場合、病状に応じた
医療機関を紹介します。

①

②

③

医療・介護連携相談窓口
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地域医療連携

患者相談窓口
　「患者相談窓口」では、市立病院に通院している患者さんとその家族、
入院して治療・療養中の患者さんとその家族からの様々な相談に応じてい
ます。治療や療養の妨げになる生活上の不安・心配などの問題を一緒に考
え、安心して治療に専念できるよう専任の看護師やソーシャルワーカーが
お話を伺います。
　また、これから市立病院にかかろうと考えている方からの相談も受け付
けています。

■日月～金曜日
■時午前8時30分～午後5時　※祝日を除く。
■申来院、電話
■問医事課地域連携係　1377－0931



30・９・１　健診センターのホームページ　http://hospital.inagi.tokyo.jp/health/ 広報いなぎ稲城市立病院特集号 （4）

　健診センターは、平成24年5月、市立病院に隣接して開館し、多くの方
にご利用いただいています。
　「病気にさせない病院の実現」をコンセプトに、最新の予防医学に力を
入れ、受診される方一人ひとりの健康状態やニーズに合った検査を行い、
健康リスクの早期発見を目指しています。
　レディースフロアやリフレッシュルームで快適に過ごせます。健診セン
ターに隣接した「オーエンス健康プラザ」と連携し、生活習慣病の対策に
取り組んでいます。
　これからも、地域の皆さんの健康増進に向け、様々な取り組みを進めて
まいります。

　人間ドック、住民健診、がん検診、特定健診、特定保健指導、
企業健診、個人健診、各種予防接種（15歳以上）

特長
～安心と信頼の病院併設型「人間ドック」～

高精度の医療機器
　幅広いニーズにお応えす
るため、高度な医療診断装
置をワンフロアに配置して
います。

人間ドック専用待合室
　フリードリンク、マッサ
ージチェアを完備していま
す。四季を眺めながら、ゆ
ったりくつろげます。

女性専用フロア
　女性特有の検査は、レデ
ィースフロアで実施しま
す。医師を含め、スタッフ
は全て女性なので、安心し
て受診できます。

市立病院との連携
　結果判定や精度管理は市
立病院の機能を活用し、精
密検査などの案内もしま
す。

人間ドック健診施設
機能評価認定の取得
　市立病院健診センター
は、（社）日本病院会、日
本ドック学会の「人間ドッ
ク健診施設機能評価」の認
定を取得しています。安心
して健診を受けられます。

業 務 内 容

　オーエンス健康プラザは、市民の「からだ」と「こころ」の健康増進を
目的に、平成24年に、市立病院健診・外来棟とともにオープンしました。
　室内温水プールやトレーニングジム、スタジオなどを備え、体力に自信
のない方や初心者でも専門スタッフの指導のもと、安心して健康づくりに
取り組めます。
　また、様々な教室や、健診センターと連携した、生活習慣病などの改善
のための運動プログラムなども充実しています。
ご利用案内

▽開館時間　午前9時～午後9時

▽休館日　水曜日、年末年始
■問オーエンス健康プラザ　1370－2280

オ ー エ ン ス 健 康 プ ラ ザ

　生活習慣病のリスクと、胃がんや腹部臓器がんの早期発見を目的とし
た、スタンダードなコースです。様々なオプション検査も選べます。
○検査終了後には、春と秋でメニューの変わる食事を用意しています。
○受診結果は、受診日当日に医師からご説明します（一部を除く）。
○必要に応じて、保健師などによる保健指導や隣接のオーエンス健康プ
ラザでの運動指導をご案内します。

こんな方にお勧め
○40歳以上の方で職場やお住まいの地域で定期健診を受けていない方
○定期健診よりも詳しく健康状態を知りたい方
○健康状態で気になることのある方

コースの種類（料金）
胃バリウム検査コース（40,200円）、胃カメラ検査コース（40,600円）

検査内容
身体測定、血圧測定、心電図検査、呼吸機能検査、眼科検査、聴力検査、
血液検査、血中ヘリコバクターピロリ抗体検査、尿検査、尿沈渣・便潜
血検査、胸部Ｘ線撮影、腹部エコー、内科診察、胃検査（胃バリウムま
たは胃カメラ検査）

受診日当日の流れ
（例）平日の月～金曜日 所要時間約5時間
　午前8時30分～受付
　午前8時45分　問診
　午前9時　　　 各種検査、診察開始
　午前11時　　 昼食、健康プラザ無料体験
　午後1時　　　 結果説明、保健指導
　午後1時30分　会計、仮結果票のお渡し

その他
　1泊2日の人間ドックや、クイックドックの他、脳ドックや乳がんド
ックなど様々なコースがあります。詳細は、「稲城市立病院」�をご覧
いただくか、お問い合わせ下さい。

▽予約受付　1377－1421（平日午前9時～午後4時）

「「日日帰帰りり人人間間ドドッックク」」ののごご案案内内
～～生活習慣病のリスクと早期発見を生活習慣病のリスクと早期発見を
目的としたスタンダードコース～目的としたスタンダードコース～
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