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1,930名（令和4年4月1日付）

医療法人 立川メディカルセンター  理事長 吉井 新平

特定医療法人立川メディカルセンターは急性期医療を担う立川綜合病院、回復期・慢性期・介護・リハ
ビリテーションを担う悠遊健康村病院群、精神医療を中心とした柏崎厚生病院群、人工透析を行う腎セン
ターと予防医学の分野であるたちかわ総合健診センターを立川綜合病院内に有し、医療従事者育成の
為の晴麗看護学校および学校法人の晴陵リハビリテーション学院、さらに社会福祉法人の晴真会に至
る、医療・介護・福祉・予防医療、医療人育成の複合グループであります。
私たちの事業は公共性の大変高いものであり、これからも地域の皆様に支えられ、地域の皆様とともに

歩み、地域の皆様に貢献できるよう邁進し、さらに将来の社会環境の変化にも必要十分な対応を行ってま
いります。職員には誇りをもって安心して働ける職場を作ってまいります。
今後ともなにとぞご指導ご鞭撻のほどを切にお願い申し上げます。

腎センター（立川綜合病院内）
入院・入所者用透析室（悠遊健康村病院内）
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立川メディカルセンターの中核的機能を担い、長岡市を中
心とした新潟県全域の健康を守るため一般診療の他に救
急医療にも日夜積極的に携わっています。現代の医学的ニー
ズに対応し、冠動脈インターベンション療法、心臓手術、脳
血管内治療、内視鏡的手術、人工透析、不妊治療、人工
関節などの高度先進医療を行っています。地域住民の健
診や乳幼児の予防接種なども担当し、地域の予防医学や
保健衛生面でも重要な役割を果たしています。

（日本医療機能評価機構 3rd Generation Version 2.0 一般病院2）

内科、消化器内科、神経内科、呼吸器内科、小児科、外科、消化器外科、
整形外科、産婦人科、耳鼻咽喉科、眼科、脳神経外科、泌尿器科、心臓血管外科、
呼吸器外科、循環器内科、皮膚科、形成外科、緩和ケア内科、精神科、麻酔科、
放射線科、放射線診断科、放射線治療科、病理診断科、リハビリテーション科、
歯科口腔外科

呼吸器センター
生殖医療センター
たちかわ総合健診センター
腎センター

肺がんをはじめとした呼吸器疾患全般に対する
診療を行っています。手術は胸腔鏡による低侵
襲手術を積極的に行っています。
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●超音波検査装置／38台

●RI／2台　3検出、2検出

立川綜合病院は長岡市2次救急・3病院輪番の一
員として下記原則のもと地域の救急医療に積極的
に取り組んでいます。また地域で唯一の屋上へリ
ポートを有し、広域からの患者搬送にも対応して
ます。年間約4000件の救急搬送を受け入れてお
り、心・脳血管系の疾患が多いのが特徴です。
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布川元子
訪問看護
認定看護師

在宅療養に対する利用者とご家族の思
いや価値観を大切にしながら、意思決
定を支援しています。

透析室

■名称 悠遊健康村病院
■所在地　  〒940-2138 新潟県長岡市大字日越337
■電話 0258-47-8500（代表）
■病院長 立川　浩
■診療科目 内科・呼吸器内科・小児科・脳神経外科・精神科・神経内科
 整形外科・形成外科・リハビリテーション科・リウマチ科
■病床数 300床（一般151床、療養型病床149床）
 ※うち回復期リハビリテーション病棟100床
■併設 介護老人保健施設 悠遊苑（入所150床、通所40名）
　　　　　  通所リハビリテーション、居宅介護支援事業所 悠遊苑
　　　　　  グループホーム 晴遊庵（1棟9名）
　　　　　  たちかわ訪問看護ステーション

悠遊健康村病院は、一般診療はもとよりリハビリテーションにも力
を入れており、専門医を中心として理学療法士・作業療法士・言
語聴覚士等のリハビリスタッフを配し、治療にあたっています。
専用のリハビリセンターを併設しており、充実した訓練ができま
す。また、通院困難な患者の入院治療を中心とした、透析室を設
置しています。
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■平成9年度～令和3年度現役生国家試験合格率

■令和3年度求人実績

学生1人あたり約49名の求人  県内でも有数の求人倍率を誇っております。

理学療法士 93.2％ 作業療法士 92.3％

理学療法学科 2,015名 作業療法学科 1,990名

開校以来、理学療法学科780名、作業療法学科515名の学生が資格を取得しています。

求人票は令和3年度実績で県内外462施設から頂いており、求人数に直すと理学療法学科2,015名、
作業療法学科1,990名で、約49倍の求人数となっております。

演習風景

50,000
50,000
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内　　科　：（消化器内科、呼吸器内科、腎臓内科、神経内科）
外　　科　：（一般外科、整形外科、心臓血管外科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科）
※外科研修は一般外科と整形外科を必修としますが、他の外科系診療科を組み合わせる
　ことも可能です。
小児科、産婦人科

一般外来　：（院内の総合内科、小児科、地域医療等による並行研修、ダブルカウント）
救　　急　：（循環器内科、麻酔科）
精 神 科　：（柏崎厚生病院）、地域医療：（悠遊健康村病院）
自由選択　：（上記すべての診療科、放射線科、眼科、形成外科、病理診断科）

立川メディカルセンター 研修プログラムのポイント

研修医の自立性を尊重した
複数指導医制

地域中核病院ならではの
症例の質・数の充実

グループ内での幅広い
研修科目

病院経営と待遇の安定性

研修医の自立性を尊重し、複数施設の指導医、コメディカルが
一丸となって指導致します。

新潟県中越地区の中核病院として、県内外から難度の高い症例を
受け入れているため、質と数が充実しています。

急性期医療、回復期医療、精神医療など専門病院を設置しているため、
グループ内で幅広い科目の臨床研修が可能です。

医療法人としての将来ビジョンや経営基盤が確立しているため、
研修医の地位や待遇も安定。研修プログラムに十分に集中できます。
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グループホーム晴遊庵運動会
認知症グループホーム晴遊庵では、毎年他の施設の入所者
と合同で大運動会を開催しております。地域のボランティア、
施設職員なども参加し交流を深めています。
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