
医療法人社団 青葉会

一橋病院
地域医療に貢献したい！

長く働きたい！
ご志向の先生歓迎

東京都小平市学園西町1-2-25＜積極募集中＞
■整形外科医師 ■消化器外科医師

新宿駅から約30分 駅から徒歩7分



当院は、小平市の南に位置し、近くを玉川上水が流れ、春はその沿道を桜が埋め尽くし、四季折々の顔を
見せてくれています。地元の方々の散歩等憩いの場所となっており東京と言ってもまだまだ沢山の自然が
残っている地域です。小平市は、小金井市、国分寺市、東大和市、東久留米市、清瀬市、西東京市、等
多くの市と隣接し、これらの地域からも多くの患者様に来院していただいています。
市という枠組みを超えて、地域の病院、診療所、施設等と連携をとることがさらに必要、重要になってき
ていると思われます。2025年に向け更なる連携が必要と考えています。

当院は、昭和54年に戸田中央医科グループの一員となり、平成13年に老朽化した建物を新築、医師を
含めた職員も一新し、リニューアルオープンし、再スタートしました。地域のニーズにあった医療を提供
できるよう、一歩一歩進み、整備してまいりました。お蔭様で、来院される患者様、搬送される患者様が
少しずつ増え、手術室等手狭になり、平成26年10月に西館を新築しました。西館新設により、手術室の拡
張、MRI室の新設、内視鏡室、透視室の拡張移設、診察室増設、売店の新設等することができました。
また施設として、日本医療機能評価機構認定病院、日本透析医学学会専門医制度認定施設、リウマチ学会
教育施設、日本整形外科学会専門医制度研修施設、マンモグラフィー検診施設画像認定など各種の認定を
受けており、これらを維持し、今後も‘地域の病院’として、成長していけるよう頑張っていくつもりです。

病院等医療を取り巻く環境は、年々きびしさを増しています。さらに、その医療制度の中で、病院も
役割、機能ごとに区分され、高度急性期、急性期、回復期、慢性期の4つの区分で、今後もさらに進んでい
くものと思われます。機能別病院間の連携、介護との連携が重要になり、当院規模の急性期病院の役割も
増してくるものと考えています。

当院は、99床と小規模ではありますが、東京都2次救急指定病院にも指定され、急性期治療を主な柱と
しています。常勤医が対応する科は、一般内科、腎臓内科、透析科、膠原病・リウマチ科、循環器内科、
消化器内科、外科、整形外科、泌尿器科、形成外科で、これらを主な科として医療を提供させていただい
ています。しかし、現在高齢化がすすみ、高齢の一人暮らし、老々夫婦も多く、自宅に帰りたくても帰れ
ない人、亜急性期の治療が必要な人、慢性期の療養が必要な人等、当地域にも急性期治療というだけでは
割り切れない患者様がたくさんいることも承知しています。当院は地域の皆様の病院です。当院は地域の
皆様のニーズに応じた医療を提供していく病院と考えています。急性期医療を一つの大きな柱として地域
のニーズに応じた医療を提供できる、地域の皆様のホームドクター的病院、地域の中核病院として頑張っ
ていきたいと思います。また、地域包括ケア病室を2室（10床）つくり、この病室を有効活用し、
さらに地域の先生方と連携を取っていけたらと考えています。

当院規模でできることに限りはありますが、地域の皆様、そして先生方と連携して一緒に地域医療に貢献
できるよう歩んでいきたいと思います。まだまだ至らない点も多くありますが、皆様の御支援、御叱責を
心よりお願いいたします。

病院理念

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、愛される病院を 目指します。

院
長
挨
拶

院長
村木 稔 （むらき みのる）

専門領域
整形外科一般（外科含む）
関節外科（人工関節・人工股関節等）



施設認定

•日本医療機能評価機構認定病院
更新日：平成25年10月20日

•日本リウマチ学会教育施設
取得日：平成19年9月1日

•マンモグラフィ健診施設画像認定
取得日：平成19年6月1日

•日本透析医学会専門医制度認定施設
取得日：平成19年4月1日

•日本整形外科学会専門医制度研修施設
取得日：平成15年10月15日

•日本形成外科学会認定教育関連施設
取得日：平成26年4月1日



増築情報

一橋病院に、新しく西館が完成しました！

病院機能を更に向上させるために、
病院の西側に西館を増築いたしました。

1階
1）内視鏡室
2）MRI撮影室（新設）
3）X線TV室
4）マンモグラフィー撮影室
5）人間ドック控え室
6）診察室（3室）
7）地域医療連携室
8）医療福祉相談室
9）売店（新設）

2階
1）手術室（2室）
2）中央材料室
など

MRI室 X線 TV室 外来ロビー 売店

外観

食堂



■整形外科

当科の特徴

院長
村木 稔 （むらき みのる）

専門領域
整形外科一般（外科含む）
関節外科（人工関節・人工股関節等）

学位・認定等
医学博士
日本整形外科学会認定専門医
日本整形外科学会認定リウマチ医
身体障害者福祉法指定医
義肢装具等適合判定医
産業医
運動器リハビリテーション医師研修会修了

主な経歴
出身大学：昭和大学
卒業年：昭和60年
出身地：宮城県

年間手術件数

５２９例

骨折観血的手術（大腿）107
人工骨頭挿入術（股） 66
骨折観血的手術（下腿） 61 
骨折観血的手術（上腕） 29
骨内異物除去術（下腿） 25
骨折観血的手術（鎖骨） 24
骨折観血的手術（前腕） 24

整形外科 医師
吉田 弘範 （よしだ ひろのり）

専門領域
整形外科全般（外傷等）
関節疾患（股関節・膝関節）

学位・認定等
整形外科専門医
日本整形外科学会認定リウマチ医

主な経歴
出身大学：金沢大学（平成14年卒）
出身地：石川県金沢市

メッセージ
平成２８年４月より、着任いたしました。
主に、関節疾患・外傷を診察させて頂きます。
何かございましたら、お気軽にご相談ください。
よろしくお願い致します。

整形外科医師
清水 陽三 （しみず ようぞう）

専門領域
整形外科

学位・認定等
産業医

主な経歴
出身大学：昭和大学（平成3年卒）
出身地：東京都あきる野市

＜外来表＞

地域のニーズに応じ、四肢・関節外傷（小児から高齢者まで）、人工関節（膝関節、股関節）、関節鏡下手術（ACL再建術、半月板手術、滑膜切除他）
脊髄疾患（主に保存的治療、ブロック療法など）等の治療を行っております。また、ベッド状況に応じて圧迫骨折の入院治療、リハビリ、
保存的治療の入院もおこなっております。



■外科

関連医局

年間外来数

年間手術件数

特になし

新患 15,536人
再診 67,068人
合計 82,604人

地域のお役に立てるよう、腹部（消化器系）疾患・乳腺に関して、検査から治療まで全般的に診ています
。診断のための検査を含めプライマリーケアから、ターミナルケアまで、広範囲に診療を行っています。

当科の特徴

年間内視鏡件数

上部：922件
下部：518件

■消化器検診（一次・二次検診）
■消化器がんの外科治療、
特に消化管手術の腹腔鏡による低浸襲手術

■消化管の内視鏡治療
■内視鏡的粘膜切除（EMR）
■内視鏡的粘膜下層切開剥離術（ESD）
■胆管膵の外科治療、胆道ステント

■ヘルニア手術（鼠径ヘルニア） 14 
■結腸切除術（悪性腫瘍手術） 11 
■腹腔鏡下胆嚢摘出術 9 
■人工肛門造設術 5 
■中心静脈栄養用埋込型カテーテル設置（頭頸
部その他） 5 など

88例

主な診療内容

主な手術件数

外科医師
清水 浩 （しみず ひろし）

専門領域
外科（消化器、一般）

学位・認定等
日本外科学会専門医

主な経歴
出身大学：神戸大学（昭和55年卒）
出身地：京都府
東京大学医科学研究所、川崎幸病院
多摩相互病院等

外科・副院長
山竹 正明 （やまたけ まさあき）

専門領域
外科（消化器、乳腺、他一般）

学位・認定等
日本外科学会認定医
日本外科学会専門医
日本消化器外科学会認定医
日本乳癌学会所属
日本癌治療学会所属
日本大腸肛門学会所属

主な経歴
出身大学：関西医科大学（平成3年卒）
出身地：東京都

＜外来表＞

※女性医師は、●が表示されています。



■形成外科

当科の特徴

年間手術件数

形成外科部長
北澤 義彦 （きたざわ よしひこ）

形成外科一般（外科含む）

学位・認定等
日本形成外科学会認定専門医
日本レーザー医学会認定医

主な経歴
横浜市立大学（平成10年卒）
東京女子医大病院形成外科
都立府中病院消化器外科
災害医療センター形成外科

■皮膚皮下腫瘍摘出術 217 
■陥入爪手術（簡単なもの） 48 
■鼻骨骨折徒手整復術 27 
■陥入爪手術（複雑なもの） 26 

形成外科医師
塚本 博和 （つかもと ひろかず）

専門領域
形成外科一般

主な経歴
金沢大学（平成18年卒）
済生会中央病院 初期研修
東京女子医科大学病院 形成外科
災害医療センター 形成外科

形成外科医師
長尾 佳子 （ながお よしこ）

専門領域
形成外科一般

学位・認定等
日本形成外科学会認定専門医
日本医師会認定産業医

575例

関連医局

特になし

＜外来表＞

治りにくい傷や、修正が必要なキズ跡やひきつれ、皮膚腫瘍など、手術で改善できる体表の疾患を得意として
います。顔・手・足・体幹を中心とした体表の形態及び機能異常を外科的に改善することを目的とするため、複
数の診療科（整形外科・眼科・耳鼻咽喉科・血管外科・口腔外科・皮膚科領域等）と治療対象が重複します。

※女性医師は、●が表示されています。



■内科

内科・副院長
新倉 一彦 （にいくら かずひこ）

専門領域
内科腎臓疫学
血液透析を中心とした血液浄化療法
高血圧症

学位・認定等
医学博士
日本透析医学会指導医・専門医

主な経歴
出身大学：昭和大学（昭和61年卒）
出身地：神奈川県

内科部長
青鹿 佳和 （あおか よしかず）

専門領域
高血圧、循環器内科、内科一般

学位・認定等
日本内科学会認定内科専門医
日本循環器学会専門医
医学博士（東京女子医科大学）
東京女子医大循環器内科 非常勤講師

主な経歴
平成2年 信州大学卒業、東京女子医大日
本心臓血圧研究所入職
平成8～10年 Vanderbilt大学および
Stanford大学留学
平成19年 東京女子医大循環器内科講師

内科医長
丸茂 朋史 （まるも ともふみ）

専門領域
膠原病、腎臓疾患

学位・認定等
医学博士
日本内科学会認定専門医
日本リウマチ学会専門医

主な経歴
出身大学：杏林大学（平成6年卒）
出身地：東京都

内科医師
鈴木 隆慈 （すずき りゅうじ）

専門領域
腎疾患、血液浄化療法

学位・認定等
医学博士
認定内科専門医
日本透析医学会専門医
日本腎臓学会腎臓専門医

主な経歴
出身大学：昭和大学（平成8年卒）
出身地：神奈川県

内科医師
村上 華奈子 （むらかみ かなこ）

専門領域
内科一般、腎臓疾患

学位・認定等
医学博士
日本内科学会認定医
日本腎臓学会腎臓専門医

主な経歴
金沢医科大学（平成19年卒）
出身地：東京都
杏林大学病院
腎臓・リウマチ膠原病内科

内科医師
濱上 賢哉 （はまがみ けんや）

専門領域
一般内科、循環器内科

主な経歴
出身大学：島根医科大学（平成12年卒）
出身地：福井県

内科医師
藤井 裕子 （ふじい ゆうこ）

専門領域
膠原病、腎臓疾患

学位・認定等
医学博士
日本内科学会認定専門医
日本リウマチ学会専門医

主な経歴
出身大学：杏林大学（平成8年卒）
出身地：茨城県

当科の特徴

＜外来表＞

地域の病院として、地域の施設や開業医の先生方と連携し、地域の方々の健康を守っていきたいと考えております。ただちに、総合病院や三次救急病院
への入院が必要な状態ではないが、入院して経過観察や精査が必要な患者さん、総合病院で何科に相談したらよいかわからない患者さん、レスパイト入
院、寝たきりやＡＤＬ低下で日常生活が困難となってきている患者さんなど広く受け入れております。



■泌尿器科

関連医局 主な対象疾患

当科の特徴

13例

■体外衝撃波腎・尿管結石破砕術
（一連につき） 8 

■膀胱悪性腫瘍手術
（経尿道的手術・その他のもの） 3 
■経尿道的尿管ステント留置術 1  
■経尿道的前立腺手術 1 

泌尿器科部長
内田 博仁 （うちだ ひろじ）

泌尿器科全般（前立腺肥大症・過活動膀胱・膀胱
炎な
どの尿路系・炎症疾患・陰のう陰茎の疾患など）
泌尿器系腫瘍学（癌など）

学位・認定等
医学博士
日本泌尿器科学会専門医
認定産業医
身体障害者福祉指定医
昭和大学泌尿器科兼任講師

主な経歴
出身大学：昭和大学（平成4年卒）
出身地：群馬県

特になし

■麻酔科

当科の特徴

麻酔科医師
市來 あけみ （いちき あけみ）

専門領域
麻酔科

学位・認定等
医学博士
日本麻酔科学会指導医・専門医

主な経歴
東京女子医科大学（昭和55年卒）
出身地：東京都

安心して麻酔・手術を受けていただけるよう、わかりやすい言葉での充分な説明を心がけております。また、同時に安全で確かな麻酔管理を行っています。

当科では、現在常勤医1名体制で診療を行っております。そのため、緊急手術や緊急処置には限界がありますが、経尿道的手術やＥＳＷＬ、包茎等、

小手術の対応をしています。地域のニーズに応えられるよう、患者さん一人一人にあった治療をこころがけております。



院内広報誌より

睡眠時無呼吸
症候群

当院では、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査を行っております。
睡眠時に何回も呼吸が止まり、ぐっすり眠ることができない病気です。
大きなイビキや起床時の頭痛、夜間の呼吸停止、日中に強い眠気がさすなどの症状があります。
潜在患者は人口の2～3％といわれ、放っておくと高血圧や心臓循環障害、脳循環障害などに
陥るといわれております。
また、日中の眠気などのために仕事に支障をきたしたり、居眠りによる事故の発生率を
高めたりするなど、社会生活に重大な悪影響を引き起こします。
しかし、治療方法も確立されておりますので、適切に検査・治療を行えば決して恐い病気では
ありません。

体外衝撃波結石破
砕装置

当院では、体外衝撃波結石破砕装置Econolith2000を導入しています。導入に伴い、
体外衝撃波腎尿管結石破砕術（ESWL）を行なっています。
患者様は、横になったまま治療に入り、1時間程度で終了します。開腹手術による結石の摘出
ではないため、体を傷つけることなく安全な治療法です。

体外で発生させた衝撃波を体内の結石に照準を合わせ送り込み、結石に当たるとその効果を
発揮し、それを破砕する装置です。破砕された結石は、本人の尿流により体外に排出されます。
基本的に衝撃波は固いものに当たったときのみその威力を発揮するため、体の臓器には影響を
あまり与えません。（安全です！）
ご本人様にとっては、お腹の一点を軽くずっと叩かれている感じです。軽い痛み止めなどを
使うだけで麻酔は特にしません。

■その他科目



武蔵野赤十字病院（611床）

西東京中央総合病院 （270床）

一橋病院（99床）

公立昭和病院 （518床）

近隣病院と当院の方針について

近隣に急性期病院が設置されているエリアですが、全国的に見てもまだまだ不足感があります。
当院は、3次救急の公立昭和病院を除く民間病院の中で地域の拠点病院として、TMGグループである西東京中央総合病院や佐々総
合病院と連携しながら医療に貢献しています。今後も地域住民の皆様に愛し愛される病院を目指していきます。

田無病院 （149床）多摩北部医療センター
（344床）

佐々総合病院（183床）



院内風景について

リハビリ
室

透析 西館
(手術室)



病院概要

名称 ：医療法人社団 青葉会 一橋病院

所在地 ：〒187-0045 東京都小平市学園西町1-2-25

℡ ：042-343-1311

病床数 ：一般病床99床（重症室11床）

6人室5室、5人室4室、4人室8室、2人室1室、個室4室、外来診療室、手術室、

マルチスライスCT、X線室、MRI室、内視鏡室、検査室、心エコー室、医療相談室

透析センター（20床）、調剤室、DI室、リハビリテーション室、医療連携課、

診療科 ：内科・循環器内科・腎臓内科・リウマチ科・人工透析内科

外科・消化器外科・乳腺外科・整形外科・泌尿器科・形成外科・皮膚科

リハビリテーション科・脳神経外科・麻酔科

•社会保険有/昇給・賞与有/交通費全額支給

•有給休暇/教育研修他諸制度施設完備/独身者用ワンルームマンション完備

•病院より徒歩2分の場所に保育室あり


