
発行日 ： 2013年 5月 1日 第26号

発 行 ： 国立病院機構

災害医療センター

地域医療連携室

発行責任者：院長 高里良男

院院院院 長長長長 挨挨挨挨 拶拶拶拶院院院院 長長長長 挨挨挨挨 拶拶拶拶

桜の花も今年は春の花冷えで１０日間程と長く開花していましたが、いよい

よ新緑の季節に移ろいつつあります。

当院は地域医療支援病院、東京都認定がん診療病院、日本がん治療認定機

構認定病院、病院機能評価機構認定病院、臨床研修指定病院、救命救急セン

ター、基幹災害拠点病院、日本DMAT事務局病院として、地域の先生方にいつ

もお世話になっており、心より御礼申し上げます。

さて平成２５年度４月となりましたが、昨会計年度は診療機能・規模拡大を念

頭に、様々な院内体制の変更を行いました。①ER救急体制の導入 ②１２列の

当直に、受診頻度の高い整形外科を変更追加 ③医療連携室を地域クリニック

の先生方の１９時までの夕方診療に対応して、週日１９時１５分まで延長 ④土

曜日外来の開始（化学療法の通院治療センターと皮膚科外来） ⑤土曜日を含

む時間外の脳ドックを中心とした健診業務の拡大。

また医療連携の強化を図り立川、昭島、東大和、国分寺、国立、

武蔵村山、八王子、小平の各市医師会と懇談会を持ち、登録医は

８５名３２％増となりました。

外来ホールをリニューアルしました

インターネットも利用できます患者用図書室を新設（９階）

平均在院日数は１３日台へと１.７日短縮し、年間入院患者は約

７００人増の約１０４００人となり、患者回転が良くなり、例年の年

明けから春の満床による入院制限がなくなりました。また救急車

の年間台数も約４００台増の５３００件ほどとなりました。入院、外

来の診療密度が単価約１０％程上昇し、この４月看護師１９名、医

師１２名、薬剤師５名とマンパワーを増強いたしました。

またMRI２台の内の１台を最新の３テスラに、SPECT（RI 検査）

を新型に更新しました。今後ますます、陣容、医療機器、施設を高

度急性期医療に向けて強化して行くつもりです。今後とも「地域医

療の最後の砦」を目指して頑張りますのでよろしくお願い申し上げ

ます。

高里 良男 院長



新 任 医 師 紹 介
４月からの

消化器内科

佐々木 善浩 医師

消化器内科の佐々木です。

３年ぶりの東京生活で、ま

だ病院に慣れないことも多

いですが、よろしくお願い申

し上げます。

泌尿器科

石原 理裕 医長

１年ぶりに当院に復帰しました。

外来担当も月曜日から、木・金曜日

に変更となっています。よろしくお願

い致します。

腎臓内科

守尾 一昭 医長

実は７年振りの出戻りで電子カルテや血液浄

化ベッド増床等々｢浦島太郎｣状態です｡でも

親近感が湧くのは当院が国立立川Hpと国立

王子Hpの統合なので､約３０年前に国立王子

Hpで腎内を始めた自分にとっては故郷です｡

宜しくお願い致します。

整形外科

永澤 宏一 医師

脳神経外科の榎本です。大きく

飛躍できるよう頑張りますので

宜しくお願いします。

放射線診断科

加藤 洋 医師

画像診断やIVRを担当させてい

ただきます。宜しくお願いします。

消化器内科

原田 舞子 医師

消化器科の原田です。不慣れな

点も多々あると思われますが、

宜しくお願いいたします。

整形外科

駿河 誠 医師

整形外科の駿河です。水・金曜

日に外来を担当しています。

よろしくお願い致します。

麻酔科麻酔科麻酔科麻酔科

只野 亮 医師

自分にできることを一つ

ずつ増やしていきたい

と思います。よろしくお

願いします。

整形外科

加藤 篤 医師

外傷一般を担当致します。

主に時間外の患者の対

応をいたします。宜しくお

願いします。

脳神経外科

伊藤 慧 医師

脳外科の伊藤です。たく

さん経験を積んでスキル

アップしていきたいと思

います。よろしくお願いし

ます。

脳神経外科

榎本 真也 医師

整形外科予約外外来、

外傷治療を担当します。

宜しくお願いします。

患者さんに寄り添った治

療をしていきたいと思い

ます。宜しくお願い致し

ます。

皮膚科

佐藤 愛 医師

消化器乳腺外科

高山 由理子 医師

消化器・乳腺外科の高

山です。一生懸命業務

に携わらせて頂きます。

よろしくお願い致します。



血液内科

永田 明久 医師

血液内科の永田と申し

ます。多発性骨髄腫を中

心に頑張ります。よろしく

お願いいたします。

放射線科

武藤 絢子 医師

画像診断全般とIVRを担当致します。

６年前に１年間レジデントとして勤務して

おりました。立川と病院の変貌に日々驚

いております。宜しくお願い致します。

放射線科

宮方 基行 医師

４月から放射線科でお世話になりま

す。 ご迷惑をおかけしないように早

く慣れるようがんばりますのでよろし

くお願いいたします。

救命救急科壷井と申します。成

育医療センターでＰＩＣＵをやって

おりました。よろしくお願いいたし

ます。

救命救急科の諸原基貴です。

札幌医科大学救急治療医学講座か

ら参りました。

よろしくお願いします。

救命救急センター

諸原 基貴 医師

救命救急科の神保一平です。

長野県の佐久から来ました。ご

迷惑をかけるかとは思いますが、

宜しくお願い致します。

救命救急科松井鋭と申します。

成育医療センターから参りました。

どうぞ宜しく御願い致します。

呼吸器内科

本間 千絵 医師

呼吸器科本間千絵と申し

ます。早く病院に慣れ、頑

張りたいと思いますので

よろしくお願い致します。

小児科

横内 裕佳子 医師

小児科の横内裕佳子で

す。アレルギー疾患を専

門としています。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

救命救急センター

神保 一平 医師

。

救命救急センター

金子 真由子 医師

研修医より引き続き当院

で勉強させて頂きます。

よろしくお願い申し上げ

ます。

救命救急センター

寺山 毅郎 医師

救命救急科の寺山毅郎

です。１年間の勤務とな

りますが、よろしくお願い

いたします。

救命救急センター

本田 泰之 医師

陸上自衛隊より１年間の

研修で参りました。よろし

くお願いいたします。

救命救急センター

壷井 伯彦 医師

救命救急センター

松井 鋭 医師

呼吸器内科

有本 斉仁 医師

研修医より引き続き呼吸

器科内科でがんばりま

す。宜しくお願いします。
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医療連携ニュース「かけはし」へのご意見ご感想を

お待ちしております。ご連絡は地域医療連携室まで。

【地域医療連携室直通】 担当：樋口早智子（ひぐちさちこ）

TEL：042-526-5613  FAX：042-526-5547

Ｅメール renkei@tdmc.hosp.go.jp

平成25年度 初 期 臨 床 研 修 医 紹 介

新研修医、新社会人として、

自分が何をすべきか、何が

出来るかを吟味しスタート

していきたいと思います。よ

ろしくお願い致します。

木谷 幸博

患者様やご家族から

少しでも笑顔が引き

出せるよう精進します。

飯嶋 真秀

自分がやるべきことを常に模索し、

向上心を持って研修に励み、１日

でも早く仕事に慣れて患者様や

スタッフの皆様のお役に立てるよ

う努力していきます。

髙橋 周矢

分からない事だらけです

が、全力で頑張ります。

よろしくお願いいたしま

す。

増田 直仁

まだまだ未熟者です

が、日々努力していき

たいと思います。

杉田 裕介

社会人としての責任を

もって、誠意を持って研

修したいと思います。未

熟者ですが、ご指導宜し

くお願い致します。

金畑 圭太

様々なことを吸収出

来ればと思います。

よろしくお願いします。

森山 慎

研修期間を通じて患者に寄り

添える医師になれるよう一生

懸命努力し成長していきたい

と考えております。

比嘉 貴子

２年目からお世話になり

ます。１年目に学んだこ

とを活かして診療に当た

りたいと思います。

落合 健太郎

右も左も分からず、不安ば

かり先走りますが、努力を惜

しまず、不断前進していきた

いと思います。宜しくお願い

申し上げます。

星野 浩延

長野県諏訪市出身

27 歳です。兎に角、

がんばります。ご指導

お願い致します。

小林 優也

努力を惜しまず、責任

を持って研修に取り組

む所存です。宜しくお願

い致します。

村瀬 真

「全力」「笑顔」をモッ

トーに頑張ります。よ

ろしくお願いします。

小原 佐衣子

日々成長出来るよう、努

力を惜しまず研修に励み

たいと思います。宜しくお

願いいたします。

安倍 寛子

平成25年4月より、MRIでは３テスラが、核医学では吸収補正用CT搭載型SPECT
装置(SPECT-CT)が新たに導入されました。３テスラMRIでは、頭部は勿論のこと全

身においてより高画質な画像を得ることができるようになりました。またSPECT-CT
ではCTを用いた吸収補正による診断能の更なる向上が期待されます。そして同じく

4月より放射線診断部門の医長を私、森本公平が新たに担当させていただくことにな

りました。これら最新鋭の放射線機器のパワーを最大限に発揮できるよう放射線技

師とも密に協力しながら運営していきたいと思います。放射線科スタッフ一同、正確

で分かりやすく、真に臨床に役立つ画像診断を心がけて参りますので、今後ともどう

かよろしくお願いします。

放射線診断部医長

森本 公平
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