
昨年は国内では大きな地震はありませんでしたが、
台風などの自然災害が猛威をふるい改めて災害に対す
る防備が必要と実感いたしました。病院では医療安全
を担当していますが、インシデントアクシデント対策
のみならず防備となる医療安全のシステムを構築して
いきたいと思います。今年もよろしくお願いします。
 副院長　佐藤康弘

昨年は近隣の326施設の380名を越える先生方と
医療連携を行える体制を整えられました。日常の診療
においてハードとソフトの両面から更に高度医療が提
供できる病院を整えていきたいと思います。今年もよ
ろしくお願いします。
 統括診療部長（地域医療連携室長）　伊藤　豊

東日本大震災から3
年を迎えようとしてい
ますが、当院では被災
地の医療支援を続けて
おります。震災から学
んだ教訓を次に繋げる
のが当院の役割と考え
ております。地域災害
医療に関するご要望ご
質問がありましたらお
声かけください。

 臨床研究部長　小井土雄一

今年は診療報酬改
定の年です。明るい
内容であって欲しいと
願っております。患者
さんが利用しやすい病
院を目指して、環境整
備に努力してまいりま
す。今年もよろしくお
願いいたします。
 事務部長　米山澄夫

今後ますます地域医
療連携が重要になりま
す。顔の見える「看看
連携」も充実させなが
ら、患者さんの期待に
応えられるよう努めて
いきたいと思います。
 看護部長　福田淑江

当院は人間ドックの
ようなまとめた健診は
行っておりませんが、脳
ドックなど単発の健診
を行っております。最
新の医療器械を使用し
て、多くの方に受診し
ていただいてます。現
在は脳ドック、肺がん、
胃がん、大腸がん、乳
がん、内臓脂肪測定で
すが、内容、項目を今
後増やす予定ですので
よろしくお願いします。
 健診部長　正岡博幸
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謹　 賀　 新　 年

皆様明けましておめでとうございます。
昨年は大変お世話になりました。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。
昨年は日常診療では規模拡大と高機能化を図った1年でした。医療連携室の取
扱時間の延長、ER 型救急の継続、時間外健診業務の拡大、土曜日外来の開始（特
に通院化学療法）、前方・後方連携の拡充を行いました。
これで新規入院患者の増加と平均在院日数の短縮が同時に可能となり、新たな
高度医療が行えるようになりました。入院診療密度が約15％程高まり、外来も化学療
法患者数が 20％増加し、登録医も30％増しの約400 名となりました。今後は高度急性
期病院機能を更に高め、病診・病病連携にて更に貢献できるよう邁進いたします。
災害医療に関しては、日本DMAT 事務局として全災害拠点病院にDMATが義務付け
られ頻回の研修会認定活動に多忙な状態です。特にこの地域では、高頻度の発生予測の
首都直下地震に東京都基幹災害拠点病院として二次医療圏６市担当者による地域災害医療
連絡会議を充実させ、備えを強化で出来るよう頑張りたいと思います。
 院長　高里良男
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診療科等からのご挨拶

血液内科
造血器腫瘍を中心に診療し
ております。年齢の割に骨粗
鬆症がひどい患者様や原因不
明の貧血、リンパ節の腫脹の
患者様がいらっしゃいました
らお気軽にご紹介下さい。
 医長　竹迫直樹
 医長　能登　俊
 医長　関口直宏

呼吸器内科
肺癌、COPD、喘息、肺炎、
間質性肺炎、その他単なる胸
部異常陰影など幅広く対応し
ております。胸腔鏡、超音波
気管支内視鏡も対応可能です。
ご紹介お待ちしております。
 医長　上村光弘

神経内科
救急では脳梗塞急性期・神
経救急疾患を、外来では認知
症や神経変性疾患もみていま
す。お気軽にご相談下さい。
 医長　三明裕知

循環器内科
虚血性心疾患、心房細動を
はじめとした不整脈、末梢血
管疾患など治療を行なってい
ます。本年春には 2つ目のカ
テ室がオープンし、今まで以
上に対応可能となります。
 医長　野里寿史
 医長　高橋良英

膠原病・リウマチ内科
昨年よりリウマチ専門医が
常勤しています。膠原病や関
節リウマチのご相談があれば、
当科受診予約をした上で遠慮
なくご紹介ください。
 医師　満尾晶子

消化器内科
消化器病全般を扱っていま
すが特に内視鏡診療に力を入
れています。消化管検査内視
鏡、さらには低侵襲医療とし
ての内視鏡治療（消化管・胆膵）
を得意としています。
 医長　平田啓一
 医長　川村紀夫
 医長　上市英雄

腎臓内科
糖尿病性腎症を含む CKD
患者の透析導入（血液、腹膜）
や IgA 腎症やネフローゼ症候
群の診断、治療等を行なって
います。
 医長　守尾一昭
 医長　前田章雄

代謝・内分泌科
血糖コントロール不良、生
活習慣の改善のみられない糖
尿病の患者様また甲状腺疾患
疑いの患者様がいましたら是
非ご紹介ください。
 医長　鈴木誠司

消化器・乳腺外科
消化器疾患に対する初回手
術例は鏡視下手術がMega　
Trend です。当院での診療実
績も確実に増加しており、結
腸直腸癌、胃癌、虫垂炎はも
とより食道癌にも適応され、
また脾臓摘出、一部の膵腫瘍、
肝腫瘍に対しても実施してお
ります。体に優しい治療は多
くの患者様に福音をもたらし
ております。
 医長　若林和彦

精神科
臨床心理士二人を迎えて、よ
り一層リエゾン活動、緩和ケア
などに注力して参ります。皆様
お気軽にご相談下さい。
 医師　臼杵理人

小児科
昨年よりアレルギー専門医
が常勤しています。食物アレ
ルギーの相談やエピペンの指
導などもお任せください。
 医長　古池雄治

女性総合外来
更年期障害等、今年もお気
軽にご相談ください。
 医師　永島加代

科

造血
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救命救急センター
24 時間体制で救急診療を
行っています。本年も、地域
における 3次救急医療の最後
の砦として貢献できるよう、
スタッフ一同努力してまいり
ます。
 センター長　加藤　宏

整形外科
外傷、脊椎疾患、関節疾患

（リウマチを含む）を中心に整
形外科全般に対応しています。
合併症を有する高齢者にも対
応しています。
 医長　松崎英剛
 医長　小川剛史

呼吸器外科
肺癌・縦隔腫瘍・気胸が
主な疾患ですが、可能な限り
低侵襲である胸腔鏡下手術を
行っており、今年も迅速に確
実に対応させていただきます。
 医長　森田敬知

脳神経外科
脳卒中と頭部外傷は常時対
応させていただいております。
血管内治療もいつでも行えま
すので、頭の疾患は予防的治
療を含めてご紹介の程宜しく
お願いいたします。
 医長　正岡博幸　
 医長　早川隆宣　
 医長　八ツ繁　寛

泌尿器科
今年も、尿路悪性腫瘍全般
から、頻尿精査、尿路結石、
緊急対応を要する尿路感染症
まで、幅広く対応します。お
気軽にご相談ください。
 医長　石原理裕

眼科
高血圧は、眼病の元。最近
眼科外来待合に、血圧計を設
置しました。いつでも、誰で
もお使い下さい。白内障、緑
内障に加え、黄斑変性の紹介
が増えてきています。
 医長　寺田久雄

皮膚科
「きれいな肌はみんなの願い」
･･･ 皮膚疾患は肉眼で見える
だけにとても気になります。
お困りの際はお気軽にご相談
ください。
 医長　千葉由幸

心臓血管外科
心臓大血管の緊急手術やハ
イリスク症例などに対しても
対応させていただきます。今
年もよろしくお願い申し上げ
ます。
 医長　新野哲也

放射線診断科
導入された最新鋭の診断機
器を最大限に生かし、真に臨
床に役立つ画像診断を提供で
きるようスタッフ一同頑張り
ます。各診療科と協力しなが
ら、よりいっそう IVR にも力
を入れていきます。
 医長　森本公平

放射線治療科
2012 年度より本格始動し
た前立腺癌への強度変調放射
線治療は累計 40 例を突破し
ました。今年も馬車馬のよう
に働きます
 医長　福田一郎

麻酔科
いつでも緊急手術に対応で
きうるよう体制作りをしてい
ます。 合併症の重い症例でも
可能な限り対応いたします。
 医長　高木敏行

形成外科
顔面外傷、指外傷、熱傷な
ど処置にお困りの場合はすぐ
ご連絡ください。皮膚腫瘍、
下肢静脈瘤等も広く診察して
います。
 医長　磯野伸雄

救救
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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

歯科口腔外科
本年も地域の先生方とより
良い連携を取り、質の高い医
療に努めます。
医療連携よろしくお願いし
ます。
 医師　岩成進吉

薬剤科
昨年度から薬の供給、管理
業務の他、一定時間病棟に薬
剤師が常駐し、チーム医療に
貢献できる体制を構築してい
ます。
 薬剤科長　佐藤和人

臨床検査科
本年も、患者さまに安心し
て、気持ちよく検査を受けて
頂けるように心がけます。
　　　臨床検査技師長
 渡司博幸

耳鼻咽喉科
入院治療が必要な患者さま
の受け入れ体制がまだ整って
おりませんが、外来診療で可
能な患者さまは、地域医療連
携室を通してご紹介ください。
 医師一同

地域医療連携室
地域との架け橋として前方・
後方連携を充実させてていき
たいと思います。地域の皆様
と良いチーム作りを行なって
参ります。
　　　地域医療連携係長
 樋口早智子

栄養管理室
食事のことでお困りのこと
は、是非、お気軽にお問い合
わせ下さい。
 栄養管理室長　田中晴美

リハビリテーション科
｢理学療法士９名、作業療法
士４名、言語聴覚士３名で患
者様の自宅退院やリハビリ転
院等に向けてサポートしてい
ます。
 理学療法士長　石川英俊

中央放射線部
昨年度、3T－MRIとスペク
ト CT を更新し、より診断価
値の高い画像情報を提供でき
るようになりました。ご利用下
さい。
 技師長　小笠原　哲

緩和ケア研修会開催のお知らせ市民公開講座のお知らせ

あなたの骨･関節は大丈夫？
～早めに気づこう！ロコモティブシンドローム～

●日　時：平成26年２月22日（土）～23日（日）
●場　所：災害医療センター
　　　　　4階 地域医療研修センター

※ 詳細は１月下旬に当院ホームページにてご案
内いたします。多数ご参加ください。

●日　時：平成26年2月８日（土）　14：00～16：00
●場　所：災害医療センター　4階 地域医療研修センター
●定　員：200名（先着申込順）
●参加費：無料
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