
　
  路線及び所要時間

東急東横線・目黒線・横浜市営地下鉄グリーンライン　日吉駅 東急バス（日23） さくらが丘行き 約5分
東急東横線・目黒線　元住吉駅 市バス（川66）井田病院行き 約11分
JR南武線　武蔵新城駅南口 市バス（川68）井田病院行き 約17分
JR横須賀線　武蔵小杉駅 市バス（杉01、02）井田病院行き 約23分
東急東横線・目黒線・JR南武線　武蔵小杉駅東口 市バス（杉01、02）井田病院行き 約17分
東急田園都市線　宮前平駅 市バス（城11）井田病院行き 約25分
JR南武線・東海道線・京浜東北線　川崎駅西口 市バス（川66）井田病院行き 約43分

※市営バスは「井田営業所前」から「井田病院」行きバスに乗り継ぐことができます。
　この場合は、一乗車分の料金で乗車することができます。乗車時に、乗り継ぎ制度を利用することを
　運転手にお伝えください。

2019年３月発行

東急バスは「井田病院正門前」、市バスは「井田病院」バス停下車



その他設備

ボランティア

初期臨床研修

研修環境

地域医療を担う医師の育成

　自治体病院である井田病院は、地域医療を担う若手
医師の育成に努めており、国から基幹型臨床研修病院の
指定を受けています。
　初期臨床研修の修了後は、専門医取得のため、当院で
後期研修を行うことができます。

　初期研修医の座席は専用室内に設けられ、研修に集中できる環境が整っています。また、少人数型カン
ファレンス機能と医学教育用シミュレーターを備えた医師看護師研修室や、インターネット用パソコンや国
内外の医学図書と雑誌4,000冊以上、文献データベースを有する図書室は、24時間いつでも利用が可
能であり、知識や技能習得のためのサポート体制が充実しています。

指導医による熱心な指導24時間使用できる医師看護師研修室専用の研修医室

若い力が病院に活気を与えています

　「市民とともに歩む病院」として、地域の方々にボランティアとして多くの支
援をいただいています。介護、案内、図書、園芸、イベント、展示など院内で幅広く
活躍しています。

（平成28年８月 手術支援ロボット「ダ・ヴィンチ」導入）



　治療の一環として、一般食や特別食（エネルギーやたんぱく質などを
調整したもの）を１日約700 食、温冷配膳車で提供しています。医師・薬
剤師・看護師なども含めた栄養サポートチーム（ＮＳＴ）により、症例や
疾患に応じた適切な栄養管理を実施しています。また、個別栄養相談や
糖尿病教室の開催なども行っています。
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　川崎市立井田病院は昭和24年に開設し70周年を迎えます。また平成21年
から再編整備に着手し、平成27年４月に現在の新棟が全面開院しました。
　川崎市の中央部に位置する中核病院である当院は、川崎市内で唯一の結
核病床を有するとともに、地域がん診療連携拠点病院として、予防から診断、
治療、緩和、在宅医療に至るまで切れ目のないがん診療に力を入れるなど、
特色ある医療活動を展開しております。さらに２次救急医療への取組強化、
先進医療機器の導入など、多様な医療ニーズに対応し、地域の皆様が安心
して暮らせるよう診療機能の充実に努めております。
　また、当院は神奈川県災害協力病院に指定され、災害時に災害拠点病院
と連携・協力して医療を提供する任務を担います。そのほか、臨床研修指
定病院として研修医を受け入れるとともに、専門看護師や認定看護師等の
資格取得を積極的に支援するなど、教育環境を整備して優れた医療人材を
育成し、地域医療水準の向上にも寄与しております。
　今後も地域完結型医療のさらなる充実に向けて、地域の医療機関との連
携を深め、それぞれの特長を活かしながら役割を分担し、地域全体で市民
の皆様の健康を守るという視点に立って、医療に取り組んでまいります。引
き続き皆様のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

川崎市立井田病院
病院長　中 島  洋 介



外来部門　内視鏡センター　化学療法センター　健康管理室　管理部門

リハビリテーションセンター　検査部門　中央滅菌　レストラン・売店　会議室

東側外観 ケアセンター ハーブガーデン

施設管理　　物品SPD　　リネン　　ベッドセンター

エントランスホール　　総合受付　　外来部門　　救急センター

地域医療部　　医事部門　　放射線部門　　検査部門　　喫茶店

本館 鉄筋コンクリート造　地下１階～地上７階建
ケアセンター 鉄筋コンクリート造　地下１階～地上２階建
保育所 鉄筋コンクリート造　地上１階建
立体駐車場 鉄骨造　　　　　　　地上２階建

● 敷地面積
　36,702 ㎡

● 建築面積
　10,745 ㎡

● 延床面積
　39,480 ㎡

312床
8床

40床
23床

383床

病 床 数

※地域包括ケア病床
　45床を含む

一般
HCU・CCU
結核
緩和ケア
計

○内科　　　　　○呼吸器内科　○循環器内科　　○消化器内科　○血液内科
○腫瘍内科　　　○糖尿病内科　○腎臓内科　　　○神経内科　　○感染症内科
○人工透析内科　○肝臓内科　　○緩和ケア内科　○外科　　　　○呼吸器外科
○心臓血管外科　○消化器外科　○乳腺外科　　　○整形外科　　○脳神経外科
○形成外科　　　○精神科　　　○アレルギー科　○リウマチ科　○皮膚科
○泌尿器科　　　○婦人科　　　○眼科　　　　　○耳鼻咽喉科　
○リハビリテーション科　　　　○放射線診断科　○放射線治療科
○病理診断科　　○救急科　　　○麻酔科　　　　○歯科　　　　○歯科口腔外科

内視鏡センター

　手術室６室を備え、心臓カ
テーテル検査や血管撮影、血管
内治療を行うＩＶＲ室がありま
す。また、年間約2400件の手術
が行われ、平成28年から手術支
援ロボット「ダ・ヴィンチ」を導
入しました。 放射線診断科・放射線治療科

HCU・CCU
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　西病棟は春から夏をイメージした新緑の緑、東病棟は秋から冬をイメ
ージした橙をカラーコンセプトに、各階ラウンジには病院敷地内に自生
する木々のデザインを取り入れ、日々成長する樹木の力強さや包み込む
優しさが感じられる入院フロアとなっています。
　東西２つの病棟はダブル十字型に配置。患者さんが過ごす環境は、個
室と４床室を基本に固有空間を確保し、大きく作られた窓から自然の光
がさしこむ暖かな病室となっています。

西 東病棟構成

　井田病院ではチーム医療を実施しています。
がんサポートチーム、感染制御チーム、糖尿病サ
ポートチーム、栄養サポートチーム、褥瘡対策チ
ームなど、多職種のコラボレーションにより各
種支援を行っています。

ラウンジからは横浜方面や富士山が望めます 病室には洗面台、ロッカー、テレビ、冷蔵庫、セーフティボックスを用意

透析センター

内科系

内科系

外科系

HCU・CCU

7階

6階

5階

4階

3階

混合

結核

外科系

地域包括ケア

救急後方支援・
外科系一部

緩和ケア病棟 がんサロン「ほっとサロンいだ」

1 2

3

4

中等症対応スペース

● 糖尿病、高血圧、高脂血症、脳および心血管疾患など
広範囲にわたる成人疾患に対応するとともに、リウマチ
科と整形外科が密接に連携した「リウマチ膠原病・痛風
センター」を組織して、関節リウマチを始めとするリウマ
チ性疾患の治療にあたっています。
　また、高齢者の病状評価と在宅ケア・施設ケアへの
移行を支援するとともに、緩和ケア病棟も設置していま
す。

　化学療法センターは、20床で運用し、専任の
医師、看護師、薬剤師が、快適・安全・安心な環境
の中で患者さんにがん化学療法を提供します。

● 救急専用エリアに、救急センターを整備しました。
　救急センターは、救急車の専用進入路や、搬送時に濡
れない屋根が整備され、入口は診療スペースと直結し
ています。診療スペースは、重症処置室１室、中等症対
応処置ベッド２床、診察室３室と観察ベッド６床があり、
検体等は、自動搬送機で検査室へ送られます。また、隣
接エリアに放射線部門の単純撮影室とＣＴ検査室（６４
列）を、放射線部門の隣に生理検査部門を配置し、１階
の集中したエリアで検査を完結させています。
　さらに、救急センターの上方・３階に救急の後方支援
病床を設け、一体となった運用をしています。
　「市民ニーズに応える救急！」を基本コンセプトに医療
スタッフの総力を挙げて成人疾患の二次救急医療の充
実・強化を図ります。

救急後方支援病床
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様々な職種で構成されたチームで
連携に取組んでいます。

　地域医療機関との円滑な医療連携を図
り、質の高い安全で安心な医療サービスを
地域住民に提供します。

● 地域の医療機関等から紹介された患者
の外来診療・検査（上部消化管内視鏡・ＣＴ・
ＭＲ・シンチ等）の予約受付、当院への転院
調整、企業等の健康診断二次精査を行って
います。なお川崎病院でのPET-CT検査も
可能です。
● 特定健診・がん検診などの公的検診や、
人間ドックなどの自費健診を行っています。
● 看護師、ケースワーカーによる入院患者
の退院調整を行い、訪問看護ステーション、
居宅介護支援事業所、他院の退院調整看護
師等と連携し入院患者のスムーズな退院を
手助けします。
● ケースワーカーによる患者家族への医療
相談を行います。
● がん相談員によるがんに関する相談やセ
カンドオピニオンの受付を行います。
● 地域の医療従事者（医師、看護師等）が利
用できる医療連携室があります。※事前登録
制となります。
● 地域の医療機関へ当院の外来診療表や
広報紙を送付します。
● 地域の医療従事者との症例検討会・キャ
ンサーボードを行っています。また、医療従
事者に対する緩和ケア講習会・研修会や放
射線治療・化学療法に関する研修会を開催
しています。
● 地域住民向けのがんや医療に関する市
民公開講座を開催しています。

　高齢社会を支える総合的地域ケアの拠点
として、緩和ケア・高齢者ケア・在宅ケア・
地域連携の４つをキーワードに、地域と連携
を図り、患者さんや家族に重層的支援を行っ
ています。

　かわさき総合ケアセンターには、井田病院
の緩和ケア病棟、在宅ケア部門のほか、いだ
地域包括支援センター、井田老人デイサー
ビスセンター、井田居宅介護支援センター、
訪問看護ステーション井田など、保健・医療・
福祉の各サービス機関が配置され、協力・
連携を図って地域包括ケアを行っています。

広報誌「地域医療部だより」
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緩和ケア病棟 がんサロン「ほっとサロンいだ」
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中等症対応スペース

● 糖尿病、高血圧、高脂血症、脳および心血管疾患など
広範囲にわたる成人疾患に対応するとともに、リウマチ
科と整形外科が密接に連携した「リウマチ膠原病・痛風
センター」を組織して、関節リウマチを始めとするリウマ
チ性疾患の治療にあたっています。
　また、高齢者の病状評価と在宅ケア・施設ケアへの
移行を支援するとともに、緩和ケア病棟も設置していま
す。

　化学療法センターは、20床で運用し、専任の
医師、看護師、薬剤師が、快適・安全・安心な環境
の中で患者さんにがん化学療法を提供します。

● 救急専用エリアに、救急センターを整備しました。
　救急センターは、救急車の専用進入路や、搬送時に濡
れない屋根が整備され、入口は診療スペースと直結し
ています。診療スペースは、重症処置室１室、中等症対
応処置ベッド２床、診察室３室と観察ベッド６床があり、
検体等は、自動搬送機で検査室へ送られます。また、隣
接エリアに放射線部門の単純撮影室とＣＴ検査室（６４
列）を、放射線部門の隣に生理検査部門を配置し、１階
の集中したエリアで検査を完結させています。
　さらに、救急センターの上方・３階に救急の後方支援
病床を設け、一体となった運用をしています。
　「市民ニーズに応える救急！」を基本コンセプトに医療
スタッフの総力を挙げて成人疾患の二次救急医療の充
実・強化を図ります。

救急後方支援病床

　西病棟は春から夏をイメージした新緑の緑、東病棟は秋から冬をイメ
ージした橙をカラーコンセプトに、各階ラウンジには病院敷地内に自生
する木々のデザインを取り入れ、日々成長する樹木の力強さや包み込む
優しさが感じられる入院フロアとなっています。
　東西２つの病棟はダブル十字型に配置。患者さんが過ごす環境は、個
室と４床室を基本に固有空間を確保し、大きく作られた窓から自然の光
がさしこむ暖かな病室となっています。

西 東病棟構成

　井田病院ではチーム医療を実施しています。
がんサポートチーム、感染制御チーム、糖尿病サ
ポートチーム、栄養サポートチーム、褥瘡対策チ
ームなど、多職種のコラボレーションにより各
種支援を行っています。

ラウンジからは横浜方面や富士山が望めます 病室には洗面台、ロッカー、テレビ、冷蔵庫、セーフティボックスを用意
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外科系

HCU・CCU

7階

6階
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混合

結核

外科系

地域包括ケア

救急後方支援・
外科系一部
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内視鏡センター

　手術室６室を備え、心臓カ
テーテル検査や血管撮影、血管
内治療を行うＩＶＲ室がありま
す。また、年間約2400件の手術
が行われ、平成28年から手術支
援ロボット「ダ・ヴィンチ」を導
入しました。 放射線診断科・放射線治療科
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● 敷地面積
　36,702 ㎡
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　10,745 ㎡
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　39,480 ㎡
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　治療の一環として、一般食や特別食（エネルギーやたんぱく質などを
調整したもの）を１日約700 食、温冷配膳車で提供しています。医師・薬
剤師・看護師なども含めた栄養サポートチーム（ＮＳＴ）により、症例や
疾患に応じた適切な栄養管理を実施しています。また、個別栄養相談や
糖尿病教室の開催なども行っています。
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　川崎市立井田病院は昭和24年に開設し70周年を迎えます。また平成21年
から再編整備に着手し、平成27年４月に現在の新棟が全面開院しました。
　川崎市の中央部に位置する中核病院である当院は、川崎市内で唯一の結
核病床を有するとともに、地域がん診療連携拠点病院として、予防から診断、
治療、緩和、在宅医療に至るまで切れ目のないがん診療に力を入れるなど、
特色ある医療活動を展開しております。さらに２次救急医療への取組強化、
先進医療機器の導入など、多様な医療ニーズに対応し、地域の皆様が安心
して暮らせるよう診療機能の充実に努めております。
　また、当院は神奈川県災害協力病院に指定され、災害時に災害拠点病院
と連携・協力して医療を提供する任務を担います。そのほか、臨床研修指
定病院として研修医を受け入れるとともに、専門看護師や認定看護師等の
資格取得を積極的に支援するなど、教育環境を整備して優れた医療人材を
育成し、地域医療水準の向上にも寄与しております。
　今後も地域完結型医療のさらなる充実に向けて、地域の医療機関との連
携を深め、それぞれの特長を活かしながら役割を分担し、地域全体で市民
の皆様の健康を守るという視点に立って、医療に取り組んでまいります。引
き続き皆様のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

川崎市立井田病院
病院長　中 島  洋 介



その他設備

ボランティア

初期臨床研修

研修環境

地域医療を担う医師の育成

　自治体病院である井田病院は、地域医療を担う若手
医師の育成に努めており、国から基幹型臨床研修病院の
指定を受けています。
　初期臨床研修の修了後は、専門医取得のため、当院で
後期研修を行うことができます。

　初期研修医の座席は専用室内に設けられ、研修に集中できる環境が整っています。また、少人数型カン
ファレンス機能と医学教育用シミュレーターを備えた医師看護師研修室や、インターネット用パソコンや国
内外の医学図書と雑誌4,000冊以上、文献データベースを有する図書室は、24時間いつでも利用が可
能であり、知識や技能習得のためのサポート体制が充実しています。

指導医による熱心な指導24時間使用できる医師看護師研修室専用の研修医室

若い力が病院に活気を与えています

　「市民とともに歩む病院」として、地域の方々にボランティアとして多くの支
援をいただいています。介護、案内、図書、園芸、イベント、展示など院内で幅広く
活躍しています。

（平成28年８月 手術支援ロボット「ダ・ヴィンチ」導入）



　
  路線及び所要時間

東急東横線・目黒線・横浜市営地下鉄グリーンライン　日吉駅 東急バス（日23） さくらが丘行き 約5分
東急東横線・目黒線　元住吉駅 市バス（川66）井田病院行き 約11分
JR南武線　武蔵新城駅南口 市バス（川68）井田病院行き 約17分
JR横須賀線　武蔵小杉駅 市バス（杉01、02）井田病院行き 約23分
東急東横線・目黒線・JR南武線　武蔵小杉駅東口 市バス（杉01、02）井田病院行き 約17分
東急田園都市線　宮前平駅 市バス（城11）井田病院行き 約25分
JR南武線・東海道線・京浜東北線　川崎駅西口 市バス（川66）井田病院行き 約43分

※市営バスは「井田営業所前」から「井田病院」行きバスに乗り継ぐことができます。
　この場合は、一乗車分の料金で乗車することができます。乗車時に、乗り継ぎ制度を利用することを
　運転手にお伝えください。

2019年３月発行

東急バスは「井田病院正門前」、市バスは「井田病院」バス停下車


