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安心・安全な手術の提供が使命です！安心・安全な手術の提供が使命です！安心・安全な手術の提供が使命です！安心・安全な手術の提供が使命です！

一橋病院では、近年手術件数が増加しており、手術室では患者さまに安心・安全な

手術を提供できるよう、全スタッフが日々業務にあたっています。
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これらの手術を担当するに当たり、手術前日または当日に術前・術後訪問を行って

います。 手術を受ける患者さまやご家族の手術に関する疑問や質問に応じることで、

少しでも不安を軽減できるよう努めています。

手術室では、こんな帽子をか

ぶっていますが、訪問に行く

際は外しています。

病棟の看護師さんたちが着

ている白衣ではなく、カラフ

術前・術後訪問術前・術後訪問術前・術後訪問術前・術後訪問

ルな術衣を着ているため、病

棟にいると目立ちます。

気軽に声をかけてください☆

手術室と併設して

いる中央材料室で

は、器材の洗浄・

滅菌などの仕事も

行っています☆

中央材料室中央材料室中央材料室中央材料室

安心・安全な手術の提供が使命です！安心・安全な手術の提供が使命です！安心・安全な手術の提供が使命です！安心・安全な手術の提供が使命です！

手術室（看護部）

一橋病院では、近年手術件数が増加しており、手術室では患者さまに安心・安全な

手術を提供できるよう、全スタッフが日々業務にあたっています。

24年度 25年度

1月 2月 3月

24年度 25年度

これらの手術を担当するに当たり、手術前日または当日に術前・術後訪問を行って

手術を受ける患者さまやご家族の手術に関する疑問や質問に応じることで、

少しでも不安を軽減できるよう努めています。

昨年の手術件数は、

全649649649649件でした。

今年は、8月末までに

既に339339339339件の手術を

行っています。

安全かつ迅速に

手術が終わるよ

う、器械出しを

しています☆

手術中の介助手術中の介助手術中の介助手術中の介助



秋の行楽シーズンに、ハイキングやバーベキューを

ケガなどをした場合、病院に行くまでの間

対処できますよね。

今回は、骨折骨折骨折骨折の対処法についてお知らせします

骨折骨折骨折骨折のののの対処方法対処方法対処方法対処方法

＊＊＊＊骨骨骨骨 折折折折

骨折は放置すると変形したまま骨がくっついてしまったり

いって骨がくっつかなくなることもあります

していたということも多いので、疑わしいときは

骨折が疑われる症状は？

・負傷した部分が不自然に変形している。

・激しい痛みがある。

・痛い部分が腫れている。

・骨が突き出て負傷した部分を動かせない

応急処置

1，固定する前の手当て

・負傷部分を締め付けるような衣類は、

・傷や出血があれば、なるべく骨折部分

・腫れてきた場合は、患部を冷湿布などで

2，固定する

・どの場所が骨折しても、折れている部分・どの場所が骨折しても、折れている部分

固定する。

・身近にあるものを利用して添え木にし

《《《《添添添添ええええ木木木木のののの代用代用代用代用》》》》

段ボール、新聞、雑誌、傘、座布団

《《《《三角巾三角巾三角巾三角巾のののの代用代用代用代用》》》》

風呂敷、スカーフ、ワイシャツ、

ストッキング、ハンカチ

※

神経

しましょう

外来看護師 前田艶子

ハイキングやバーベキューを行う外出先で不意な

間の対処法を覚えておくと慌てずに

らせします。参考になさってください。

対処方法対処方法対処方法対処方法についてについてについてについて

がくっついてしまったり、逆に偽関節と

がくっつかなくなることもあります。捻挫だと思っていたら骨折

わしいときは病院へ行きましょう。

。

かせない。

、脱がせるか切り広げる。

骨折部分を動かさないように止血する。

などで冷やす。

部分の上下2関節が動かないように部分の上下2関節が動かないように

にし、三角巾で縛る。

※無理に動かしたり引っ張ったりすると

神経を損傷するケースもあるので注意

しましょう。



≪≪≪≪固定固定固定固定のののの仕方仕方仕方仕方≫≫≫≫

01010101 三角巾を用意します。

※※※※固定固定固定固定のののの仕方仕方仕方仕方02020202のののの前前前前にににに添添添添ええええ木木木木

03030303 布で骨折部位を包み、

【【【【3333】】】】の部分を骨折側の肩にまわす。

05050505 骨折側の指先は布より

少し出し、【【【【1111】】】】の部分を

とめ結びし、内側に折り

曲げます。

02020202【【【【2222】】】】の部分を骨折部位とは

反対側の肩にかけます。

木木木木をするとよりをするとよりをするとよりをするとより固定固定固定固定されますされますされますされます。。。。

04040404 骨折側のひじを固定して、

肩にまわした端と端を結びます。

06060606 細長い布を背中から脇下を通し、

三角巾の上で結びます。



そのそのそのその他他他他のののの固定固定固定固定のののの仕方仕方仕方仕方

（（（（三角巾三角巾三角巾三角巾、、、、三角巾代用三角巾代用三角巾代用三角巾代用がないがないがないがない

前腕や手関節

ひじから指先

長さのもの長さのもの

布や添え木

シャツのボタンの

法もあります

〘〘〘〘 上腕部上腕部上腕部上腕部のののの骨折骨折骨折骨折 〙〙〙〙

前腕・手関節前腕・手関節

三角巾または

首から吊るす

添え木は、

骨折部外側

三角巾がない

添え木がない

代用できます

【【【【これらのこれらのこれらのこれらの

スカーフ・

がないがないがないがない場合場合場合場合））））

手関節で添え木がない場合、

指先（手首）までの

さのもの（雑誌など）で固定します。さのもの（雑誌など）で固定します。

木がない場合の応急処置として、

シャツのボタンの間に入れて固定する方

もあります。

手関節の固定の仕方と同様、手関節の固定の仕方と同様、

または三角巾と添え木で固定し、

るす方法が基本です。

、肩からひじまでの長さのものを

骨折部外側から当て、固定しましょう。

がない場合は、風呂敷やスカーフ、

がない場合は、雑誌や新聞紙などでも

できます。

これらのこれらのこれらのこれらの物物物物でででで代用代用代用代用できますできますできますできます】】】】

スカーフ・風呂敷･雑誌・新聞紙



〘〘〘〘 ひじひじひじひじ周辺周辺周辺周辺のののの骨折骨折骨折骨折 〙〙〙〙

ひじが

場合は

を当て

適切

ダンボールなど

【【【【これらのこれらのこれらのこれらの

傘・ダンボール

〘〘〘〘 下肢下肢下肢下肢のののの骨折骨折骨折骨折 〙〙〙〙

〘〘〘〘 足首足首足首足首のののの骨折骨折骨折骨折 〙〙〙〙

太ももの

挟み、2

固定します

適切な

ダンボール

【【【【これらのこれらのこれらのこれらの

傘・ダンボール・

〘〘〘〘 足首足首足首足首のののの骨折骨折骨折骨折 〙〙〙〙

ふくらはぎから

を当て

適切

ダンボールなどで

【【【【これらのこれらのこれらのこれらの

ダンボール

ひじが骨折していて曲げるのが苦痛な

は、脇から指先までの長さの添え木

て固定します。

適切な長さの添え木がない場合は傘や

ダンボールなど代用しましょう。

これらのこれらのこれらのこれらの物物物物でででで代用代用代用代用できますできますできますできます】】】】

・ダンボール

ももの中間から足の先までの骨折部を

2関節を覆う長さの添え木を当て

します。

な長さの添え木がない場合は傘や

ダンボール、座布団などを代用しましょう。

これらのこれらのこれらのこれらの物物物物でででで代用代用代用代用できますできますできますできます】】】】

・ダンボール・座布団

ふくらはぎから足の先までを覆う添え木

て、固定します。

適切な長さや形の添え木がない場合は、

ダンボールなどで代用しましょう。

これらのこれらのこれらのこれらの物物物物でででで代用代用代用代用できますできますできますできます】】】】

ダンボール



《《《《 固定固定固定固定するものがないするものがないするものがないするものがない場合場合場合場合

協力者協力者協力者協力者がいればがいればがいればがいれば骨折骨折骨折骨折しているところをしているところをしているところをしているところを

本人本人本人本人がががが自分自分自分自分でででで支支支支えることができればえることができればえることができればえることができれば

【【【【注意点注意点注意点注意点】】】】

他人他人他人他人がががが固定固定固定固定するするするする場合場合場合場合はははは声声声声をかけをかけをかけをかけ、、、、

固定固定固定固定しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。

《《《《 病院病院病院病院までまでまでまで搬送搬送搬送搬送するするするする場合場合場合場合

骨折部位骨折部位骨折部位骨折部位にににに負担負担負担負担やショックをやショックをやショックをやショックを与与与与えないようにしましょうえないようにしましょうえないようにしましょうえないようにしましょう

痛痛痛痛みがみがみがみが激激激激しいしいしいしい場合場合場合場合はははは、、、、骨折骨折骨折骨折したしたしたした部分部分部分部分痛痛痛痛みがみがみがみが激激激激しいしいしいしい場合場合場合場合はははは、、、、骨折骨折骨折骨折したしたしたした部分部分部分部分

☆☆☆☆ふるえているふるえているふるえているふるえている時時時時はははは毛布毛布毛布毛布などをなどをなどをなどを掛掛掛掛けてけてけてけて

背骨背骨背骨背骨やややや股関節股関節股関節股関節がががが痛痛痛痛むむむむ場合場合場合場合はははは車車車車いすでいすでいすでいすで

場合場合場合場合 》》》》

しているところをしているところをしているところをしているところを支支支支えてもらいましょうえてもらいましょうえてもらいましょうえてもらいましょう。。。。

えることができればえることができればえることができればえることができれば、、、、支支支支えてもらいましょうえてもらいましょうえてもらいましょうえてもらいましょう。。。。

、、、、顔色顔色顔色顔色やややや表情表情表情表情をををを見見見見ながらながらながらながら

場合場合場合場合 》》》》

えないようにしましょうえないようにしましょうえないようにしましょうえないようにしましょう。。。。

部分部分部分部分をををを冷冷冷冷やすとやすとやすとやすと良良良良いでしょういでしょういでしょういでしょう。。。。部分部分部分部分をををを冷冷冷冷やすとやすとやすとやすと良良良良いでしょういでしょういでしょういでしょう。。。。

けてけてけてけて体体体体をををを温温温温めましょうめましょうめましょうめましょう。。。。

いすでいすでいすでいすで移動移動移動移動しないでくださいしないでくださいしないでくださいしないでください。。。。

参考文献 ： 健康



電電電電 気気気気 のののの

臨床工学技士の守備範囲は多岐におよび、病院内

ではありません。そのなかでも、生命に直結する

まさしく、医療機器の専門職です。

医療機器は電気を利用して動くので、その機器

保守・点検を日常的に行っております。保守・点検を日常的に行っております。

電気を安全に使用するために…

どのご家庭でも、コンセントの差し込み口に、

あるテーブルタップを使用していると思います

このテーブルタップが原因で、火災が生じたというニュースがあります

実際、昨年、東京都内では、コンセント関連の

あたります。

火災火災火災火災をををを防防防防ぐためにぐためにぐためにぐために、、、、以下以下以下以下のののの点点点点にににに

たこたこたこたこ足配線足配線足配線足配線にはしないにはしないにはしないにはしない。

⇒テーブルタップにはテーブルタップにはテーブルタップにはテーブルタップには電気電気電気電気をををを安全安全安全安全にににに使用使用使用使用

ドライヤーやドライヤーやドライヤーやドライヤーや掃除機掃除機掃除機掃除機などのなどのなどのなどの消費電力消費電力消費電力消費電力がががが

でででで使用使用使用使用するとするとするとすると、、、、火災火災火災火災のののの原因原因原因原因になることがありますになることがありますになることがありますになることがあります

テーブルタップをこまめにテーブルタップをこまめにテーブルタップをこまめにテーブルタップをこまめに掃除掃除掃除掃除しましょうしましょうしましょうしましょう

⇒ホコリがあるとホコリがあるとホコリがあるとホコリがあると、、、、ホコリにホコリにホコリにホコリに水分水分水分水分がががが集集集集まりまりまりまり

テーブルタップはテーブルタップはテーブルタップはテーブルタップは３３３３年程度年程度年程度年程度でででで交換交換交換交換しましょうしましょうしましょうしましょう

⇒床床床床にににに置置置置いていていていて使用使用使用使用しているしているしているしている場合場合場合場合、、、、踏踏踏踏まれたりまれたりまれたりまれたり

しているしているしているしている可能性可能性可能性可能性がありますがありますがありますがあります。。。。３３３３年程度使用年程度使用年程度使用年程度使用

検討検討検討検討してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

使用使用使用使用していないコンセントはこまめにしていないコンセントはこまめにしていないコンセントはこまめにしていないコンセントはこまめに

臨床工学科では、定期的に医療機器が正しく

安全な医療を提供するよう努めています。

のののの おおおお 話話話話

臨床工学科

病院内の医療機器はほぼすべてといっても過言

する装置を扱うことがメインの仕事となり、

機器を電気的に安全に使用するために、

、２口・３口のタップや、節電用のスイッチの

います。

じたというニュースがあります。

の火災は約240件あり、全体の約5％に

にににに気気気気をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください

使用使用使用使用するためのするためのするためのするための使用制限使用制限使用制限使用制限がありますがありますがありますがあります。。。。

がががが大大大大きいきいきいきい家電家電家電家電をひとつのテーブルタップをひとつのテーブルタップをひとつのテーブルタップをひとつのテーブルタップ

になることがありますになることがありますになることがありますになることがあります。。。。

しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。

まりまりまりまり、、、、火災火災火災火災のののの原因原因原因原因になることがありますになることがありますになることがありますになることがあります。。。。

しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。

 

まれたりまれたりまれたりまれたり、、、、蹴蹴蹴蹴られたりしてられたりしてられたりしてられたりして、、、、内部内部内部内部がががが破損破損破損破損

年程度使用年程度使用年程度使用年程度使用しているテーブルタップはしているテーブルタップはしているテーブルタップはしているテーブルタップは交換交換交換交換をををを

していないコンセントはこまめにしていないコンセントはこまめにしていないコンセントはこまめにしていないコンセントはこまめに抜抜抜抜いていていていて、、、、安全安全安全安全とととと節電節電節電節電をををを心心心心がけましょうがけましょうがけましょうがけましょう。。。。

しく使用されているか点検し、



伊勢神宮伊勢神宮伊勢神宮伊勢神宮

参拝参拝参拝参拝とおとおとおとお金金金金

夏休みぃ～ といっても長期休暇を取るのは難

ボーナス貰ってこの夏、家族や友達と出かけた

い”で伊勢神宮に２泊で行って来ましたが、正式参拝

うと思います。

伊勢神宮の詳細については本やネットでお調べ

きますね。まず、ご祈祷と参拝は別のものだというきますね。まず、ご祈祷と参拝は別のものだという

てお祓いを受け、神主の祝詞奏上、玉串奉奠などを

（または祈る）行為のことが参拝です。“生涯一度

でやってきた私たちは、当然の如く正殿前で参拝

つの

ら叶

さて･･その

問題

金額

通常

できません

を直視出来

以下

・

金額

・

・

蕃塀

蕃塀

問題② 正装が義務（普段着・ジーンズ・華美

ん）

僕はなんと写真のような服装で参拝に行ってしまいました

男子は地味なスーツでネクタイ。女子や子供はそれに

イメージとしては学習院初等科の入学式に親子

派手なスーツは男女とも禁止です。みなさんも

さて本年は伊勢神宮で社殿を２０年ごとに造り

【遷御の儀】が執り行われました。天照大御神

が、過去に経験のない異常気象の引き起こす災

この日本民族の総氏神にすがってみてもよいのではないでしょうか

伊勢神宮伊勢神宮伊勢神宮伊勢神宮

金金金金のおのおのおのお話話話話

臨床検査科 科長 瀬田 好幸

難しい立場の方もおられるでしょうが、夏の

かけた方が多いと思います。私も母親の“喜寿の祝

正式参拝が出来なかった事を皆さんに報告しよ

べ頂くとして今回は“参拝”に関する知識を書

のものだという事を知って下さい。通常、拝殿に上がっのものだという事を知って下さい。通常、拝殿に上がっ

などを行うのがご祈祷、正殿前で神に対し拝む

生涯一度は伊勢参り”のごとく、はるばる伊勢ま

参拝できるものと思っておりました。しかし２

つの大きな問題が立ちはだかり正殿を見ることす

叶いませんでした。

さて･･その二つの問題とは･･

問題① お金を払わないと本殿近くに行けないし、

金額によって行ける距離が変わる。

通常の参拝では図最下部の蕃塀の外からしか参拝

できません。藩塀とは不浄除の意味で私達が正殿

直視出来ない仕組みです。

以下のお金を払うと中に入れ参拝出来ます。

・ 100万円～1000万円

金額の差は参拝有効年数で変わります。

・10万円～100万円未満

・1千円～10万円未満

蕃塀の外から参拝をする人が99％以上です。

蕃塀の外から御正殿を見る事は出来ません。

華美な服装不可・ハイヒールで玉垣は歩けませ

ってしまいました。正式参拝は正装義務。

はそれに準ずる服装となっています。

親子で臨む感じですかね。とはいえ・・

みなさんも正式参拝の際はご注意ください。

り替える式年遷宮の年、10月頭には、

天照大御神に対し願事はタブーとされています

災いに見舞われた各地の事を考えると、

にすがってみてもよいのではないでしょうか？(*_*)



杖杖杖杖についてのについてのについてのについての話話話話

地域医療連携課地域医療連携課地域医療連携課地域医療連携課

超音波検査超音波検査超音波検査超音波検査（（（（心臓心臓心臓心臓・・・・腹部腹部腹部腹部

【【【【開業医開業医開業医開業医のののの先生方先生方先生方先生方へへへへ】】】】

医療連携課では外来受診をせずに、直接お

ります。検査後には、医師が読影を行ないります。検査後には、医師が読影を行ない

届けしております。

検査を必要とする患者様がいらっしゃいましたら

尚、ご予約の際に記入して頂く書類等が

際には医療連携課までご連絡ください。

必要書類（エコー検査依頼状）を持参し

※※※※２２２２回目以降回目以降回目以降回目以降のごのごのごのご予約予約予約予約のののの場合場合場合場合はははは、、、、従来従来従来従来どおりどおりどおりどおり検査科検査科検査科検査科

医療連携課医療連携課医療連携課医療連携課 TTTT EEEE LLLL：：：： 042042042042----

内内内内 線線線線：：：：618618618618またはまたはまたはまたは

（（（（ 平日平日平日平日 8888：：：：30303030～～～～17171717：：：：00000000 ・・・・

医療連携課スタッフ紹介医療連携課スタッフ紹介医療連携課スタッフ紹介医療連携課スタッフ紹介

医事課兼医療連携課

課長

駒野 大樹

医療連携課

渉外担当

大坂

外来受診相談や入院相談のほか、

受け付けております。お気軽に医療連携課

話話話話 ～～～～転転転転ばぬばぬばぬばぬ～～～～

地域医療連携課地域医療連携課地域医療連携課地域医療連携課よりおよりおよりおよりお知知知知らせらせらせらせ

腹部腹部腹部腹部））））ごごごご予約予約予約予約についてについてについてについて

お電話でのエコーエコーエコーエコー検査検査検査検査予約を承ってお

ない、医療連携課が検査結果を迅速におない、医療連携課が検査結果を迅速にお

がいらっしゃいましたら、是非ご依頼ください。

ございますので、初めてご依頼を頂く

、ご説明に伺います。

検査科検査科検査科検査科((((内線内線内線内線127)127)127)127)へおへおへおへお電話電話電話電話くださいくださいくださいください。。。。

----343343343343----1311(1311(1311(1311(代表代表代表代表))))

またはまたはまたはまたは701701701701

・・・・ 土曜日土曜日土曜日土曜日 8888：：：：30303030～～～～13131313：：：：00000000 ））））

医療連携課スタッフ紹介医療連携課スタッフ紹介医療連携課スタッフ紹介医療連携課スタッフ紹介

医療連携課

渉外担当

泰隆

医療連携課

事務担当

川村 理華子

、紹介患者様に関するお問合せを

医療連携課までお問合せください。

地域医療連携課

TEL ０４２－３４３－１３１１（代表）

FAX ０４２－３４７－３３０７（医療連携課）

E-mail hitotsubashi_renkeishitsu@tmg.or.jp



外来担当医表外来担当医表外来担当医表外来担当医表（（（（H25.11H25.11H25.11H25.11〜〜〜〜）））） ２２２２次救急指定医療機関次救急指定医療機関次救急指定医療機関次救急指定医療機関

科目科目科目科目 時間帯時間帯時間帯時間帯 月月月月 火火火火

内科

A

M

１診 濱上 北方

２診 青鹿 藤井

３診

P

M

１診 濱上

２診 浅野(非) 新倉

３診

睡眠時

呼吸障害

ＡＭ

町田(非)(2,4週)

外科

ＡＭ 山竹

町田(非)(2,4週)

清水(浩)(1,3,5週)

ＰＭ 清水(浩)

形成外科

ＡＭ 北澤 北澤

ＰＭ

乳腺外科 ＡＭ

整形外科

Ａ

Ｍ

１診 清水(陽)

２診 内田(俊) 渥美(非)

Ｐ

Ｍ

１診

村木

１５:００〜

村木

15:00〜

２診

内田(俊)

１4:００〜

渥美(非)(1.3.4.5週)

14:00〜

脳外科 ＡＭ

皮膚科 ＰＭ 倉田(非)

泌尿器科

ＡＭ 内田 内田

ＰＭ 内田

病院方針

①地域のニーズにあった医療を提供し、地域医療に貢献、地域福祉の

向上に努めます。

②患者様に公正な医療を安全に提供するよう努めます。

③医療者による説明と患者様の選択にもとづく医療を安全に進めます。

④患者様のプライバシーを尊重します。

⑤診療情報を患者様自身にお伝えします。

⑥より良い医療が行われるよう研修・研鑽に努めます。

⑦患者様の人生がゆたかであるように、患者様の意思を尊重します。

病院の理念

患者様一人一人の意思を尊重し、医の倫理に則った、質の高い最善の

医療を真心こめて提供します。

地域の皆様を愛し、皆様から信頼され、愛されるような病院を目指し

ます。

・受付 平日：午前８:３０〜１２:３０ 午後１３:３０〜１６:３０

土曜：午前８:３０〜１２:３０

・都合により外来担当医が変更となる場合があります。

・緊急手術などで、外来が休診となる場合があります。

・乳腺外科、睡眠時呼吸障害は事前に電話にて予約をお願いします

次救急指定医療機関次救急指定医療機関次救急指定医療機関次救急指定医療機関（（（（24242424時間救急体制時間救急体制時間救急体制時間救急体制））））

水水水水 木木木木 金金金金 土土土土

村松 丸茂 麻喜(非) 新倉

丸茂 杉山(非) 新倉 鈴木

黄川(非)

藤井 青鹿 丸茂

青鹿 杉山(非) 鈴木

黄川(非)

濱上

（予約制）

中里(非) 清水(浩) 高安(非) 山竹

中里(非) 山竹 高安(非)

塚本 北澤 北澤

塚本

１５:００〜

北澤 塚本

伊坂(非)

(予約制)

９:３０〜

吉田(非) 村木 清水(陽) 村木

原田(非) 非常勤(隔週)

吉田(非)

１４:００〜

清水(陽)

１５:００〜

原田(非)

１４:００〜

永根(非)

受付11:30まで

内田 内田 渡辺(非)

内田 内田

患者様の責務

①患者様は、安全で適切な医療を受けるために、自分の健康、病状に

関する情報を出来る限り正確に病院職員に提供してください。

②患者様は、規律をお守りください。

③患者様は、他の患者様の入院生活に支障を与えないよう配慮して

ください。

患者様の権利

①最善の医療を平等に受ける権利

②自分が受けている医療についての十分な説明とその情報提供を

受ける権利

③治療方法を自分で選択決定する権利

④別の医師の意見（セカンドオピニオン）を聞く権利

⑤個人のプライバシーが守られる権利

⑥診療について情報開示を求める権利

３０

いします。

＊赤字は女性医師

＊非は非常勤医師



40台

医療法人社団青葉会

一 橋

〒187-0045東京都小平市学園西町

TEL.042-343

http://www.hitotsubashi

東京都指定二次救急医療機関

日本医療機能評価機構認定病院

日本整形外科学会専門医制度研修施設

日本透析学会専門医制度認定施設

日本リウマチ学会教育施設

40台

＜職員募集＞

当院で勤務していただけるスタッフを募集しています

【募集職種】

看護師、准看護師、理学療法士、薬剤師

＊詳細はホームページ又は、右記までお気軽にお問

日本リウマチ学会教育施設

マンモグラフィ

◆面会時間 平

日

一橋病院は 戸田中央医科グループ

医療法人社団青葉会

橋 病 院

東京都小平市学園西町1-2-25

343-1311  FAX.042-342-2006

http://www.hitotsubashi-hp.or.jp/

東京都指定二次救急医療機関

日本医療機能評価機構認定病院

日本整形外科学会専門医制度研修施設

日本透析学会専門医制度認定施設

学会教育施設

しています。

薬剤師、総務課事務員、医療連携課

問い合わせください。042-343-1311 総務課

学会教育施設

マンモグラフィ健診施設画像認定

平 日・土曜日：１２:００〜２０:００

日 曜・祝 日：１１:００〜２０:００

グループ（TMG）の病院です


