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平成27年度院長挨拶平成27年度院長挨拶
　いつも医療連携にご協力いただき感謝申し上げます。この数年の病院機能増強に
伴い登録医の先生方は3年間で80％増の450名を超える数となりました。今後と
も皆様に役立つ「地域医療の最後の砦」を旗印に連携事業の強化を図るつもりです。
よろしくお願いいたします。
　４月に入り桜満開の中182名の新採用者を迎えました。その内訳は医師44名
（6名増）＋看護師95名＋コメディカル43名で、結果職員総数は1,002名（医師
160名、看護師525名、コメディカル317名）となりました。

☆診療科☆診療科  
　診療科数は昨年末に緩和医療内科、ペインクリニック外科が新設され30科とな
りました。この4月歯科口腔外科は新任医長＋医師1名の2名体制となり、更なる手

術増を予定しています。呼吸器外科は医長が定年交代し、新しい3名体制となりました。臨床研修医は3月に
は13名が旅立ち、新年度は総勢28名の臨床研修医体制となりました。

☆看護学校と大学の併存☆看護学校と大学の併存  
　災害医療センター付属昭和の森看護学校は、3月3日に第20回卒業式を行いました。今年度は新たな入学
生はなく、2、3年生のみで新学期を迎えました。4月2日に都内駒沢にある東京医療保健大学の立川災害看
護コース（定員１学年100名）に新入生を迎え、1、2年生の体制となりました。次年度からは徐々に立川に
移り２年後には、今の看護学校の敷地内の4年制看護大学となります。

☆診療体制の拡充☆診療体制の拡充  
　当院は地域医療支援病院、包括医療：DPC制度Ⅱ群高度急性期病院（全国99病院の一つ）、地域がん診療
連携拠点病院、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事務局病院として機能しています。昨年後半に院内集中治療室（予定入院患者さま用ICU＋HCU）
の16床への増設工事が2病棟で完了し、11月より運用を開始しました。救命救急センターICU34床（救急
入院患者さま用）とともにDPCⅡ群・がん拠点病院らしい機能を追加した高度総合病院らしく邁進して行く
予定です。今後ともよろしくお願いいたします。

院　長
高里　良男
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新 任 医 師 紹 介新 任 医 師 紹 介

呼吸器外科医長
宮内　善広　医師

今年度より呼吸器外科　森田
敬知先生の後任として着任いた
しました。職員皆様のご指導の
下、地域の胸部外科診療に貢献
して参りたいと考えています。宜
しくお願い致します。

循環器内科
杉山　知代　医師

本年度より着任いたしました杉山
と申します。これまで虚血性心疾
患に対するインターベンション治
療を中心に研鑽を積んでまいりま
した。今後ともご指導頂けますよ
うよろしくお願い申し上げます。

救命救急科
湯川　友貴　医師

今年度より救命救急科で研修
させて頂きます。少しでも力にな
れるよう頑張りますので、よろし
くお願い致します。

歯科口腔外科医長
中西　宏志　医師

地域医療に貢献できるよう頑
張りますのでよろしくお願い致し
ます。

循環器内科
野本　英嗣　医師

立川高校出身なので久しぶり
に帰って来られて嬉しいです。
地域の方々の力になれるよう
頑張りますので、よろしくお願い
します。

救命救急科
小原　佐衣子　医師

本年度から救命科後期レジデン
トとして働かせて頂くこととなりま
した。戦力となれるよう、頑張り
ます。よろしくお願い致します。

消化器内科
木谷　幸博　医師

今年度より消化器内科に後期レジ
デントとしてお世話になります。昨年
度まで初期研修医として当院で研修
させて頂きました。心機一転がんばっ
ていきたいと思いますので、ご指導ご
鞭撻の程よろしくお願いいたします。

神経内科
飯田　真太朗　医師

今年度より神経内科で勤務さ
せていただきます。少しでも皆
様のお役に立てるよう頑張りま
すので、ご指導の程よろしくお
願いいたします。

救命救急科
飯島　夏海　医師

一年、研修で御世話になりま
す。多くのことを学びたいと思
います。宜しくお願い致します。

消化器内科
上條　孟　医師

今年度より消化器内科で働か
せて頂きます。慣れないことも多
く、ご迷惑おかけすることもある
かと思いますが、精一杯頑張り
ますのでよろしくお願いします。

小児科
秋林　雅也　医師

４月から参りました秋林と申しま
す。専門は新生児ですが、それ
以外も気軽にご相談いただけ
ればと思います。よろしくお願い
申し上げます。

麻酔科医長
光田　将憲　医師

効率的な手術室運営に貢献で
きるよう努力いたします。不慣
れなことが多く、ご迷惑をおかけ
することも多々あるかと思いま
すがよろしくお願い致します。

４月からの４月からの
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救命救急科
東山　大士　医師

防衛医科大学校医官の東山
大士と申します。１年間と短い
研修期間ですが、一生懸命頑
張りますので、御指導の程宜し
くお願いします。

救命救急科
井上　和茂　医師

本年度より救命科にて勤務さ
せて頂くこととなりました井上和
茂と申します。地域の救急医
療に貢献できるよう励む所存で
す。宜しくお願い致します。

救命救急科
佐藤　昌太　医師

札幌医科大学から来ました佐藤
昌太と申します。未熟者ではござ
いますが、救急診療の一助とな
れるようがんばっていきます。

救命救急科
鉄原　健一　医師

成育医療研究センター救急診
療科から参りました。地域の皆
さまのお役に立てるよう努めた
いと思います。よろしくお願い致
します。

整形外科
佐野　陽亮　医師

今年度から着任致しました整
形外科の佐野陽亮です。本院
で研鑽を積み、患者様の健康
寿命を延ばし明るい未来を作
れるように一役担えればと思い
ます。宜しくお願いします。

整形外科
中山　渕志　医師

今年度より赴任しました整形外科
の中山渕志です。専門は脊椎、外
傷等です。火・木曜日に外来を担
当いたします。精一杯、地域の整
形外科診療に貢献して参りたいと
考えています。宜しくお願いします。

整形外科
髙橋　周矢　医師

昨年度まで初期研修医として当院で
研修させていただきましたが、今年度
より整形外科の後期研修医としてお
世話になります。地域の医療に貢献
するべく尽力いたしますので、ご指導
ご鞭撻のほどよろしくお願いします。

呼吸器外科
大貫　雄一郎　医師

本年度より着任致しました呼
吸器外科の大貫雄一郎と申し
ます。患者様のお役に立てるよ
う研鑽を積んでいきたいと思い
ますので、ご指導の程よろしく
お願い致します。

消化器・乳腺外科
森田　晃彦　医師

新幹線開業で賑わう北陸、金
沢に長く居ましたが、御縁あり当
院外科チームに加わる事ができ
ました。宜しくお願い致します。

脳神経外科
平　直記　医師

今年度から脳外科で勤務させ
ていただきます。よろしくお願い
します。

皮膚科
上原　沙織　医師

今年度から勤務させていただく
こととなりました。皆様のお役に
立てるよう頑張ります。よろしく
お願い致します。

形成外科
石川　昂央　医師

本年度より形成外科に着任しま
した石川昴央です。当院で研鑽
を積み、より地域の患者様のた
めに貢献していくよう尽力してい
く次第です。よろしくお願い致し
ます。

放射線診断科
田中　太郎　医師

診療・社会復帰の一助となる
読影・治療を行えるよう、日々精
進致します。

放射線診断科
田中　久美子　医師

頑張りますのでよろしくお願い
致します。

放射線診断科
川岸　利臣　医師

４月より放射線科で勤務してい
ます。がんばりますのでよろしく
お願いします。

麻酔科
足立　智　医師

一日でも早く病院に慣れ、医療
に貢献できるように精一杯頑
張ります。どうぞ宜しくお願いし
ます。



－ 4－

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

Information1Information1

開放型病床とは、当院の登録医の先生方からのご紹介を受けた患者さんに対し、登
録医の先生と当院の医師とが協力して、通院から入院、退院までの一貫した診療を行
い、継続的に高度の医療、検査、手術などを受けていただくための病床です。 
登録医・開放型病床利用についての詳細は地域医療連携室までご連絡ください。

開放型病床をご利用ください。

平成27年度平成27年度
初期臨床研修医初期臨床研修医

紹  介紹  介
浅見　桃子
帝京大学

地域の皆様に貢献できるように一生
懸命がんばります。ご指導よろしくお
願い致します。

糸川　直樹
千葉大学

一人前の医師に早くなれるよう、日々
努力してまいります。よろしくお願いい
たします。

加藤　三咲子
香川大学

何事も吸収して成長していきたいと
思います。全力で頑張りますのでよろ
しくお願い致します。

清田　正紘
東京大学

患者さんに親身な医師を目指して精
一杯努力します。よろしくお願い致し
ます。

小池　真純
筑波大学

地域の皆様に信頼していただける医
師になれるよう精一杯努力してまいり
ます。よろしくお願いします。

児玉　裕章
群馬大学

地域の皆様に貢献できるよう日々精
進して参ります。宜しくお願いします。

坂本　真衣子
山口大学

東大病院のたすきがけプログラムで参
りました。患者様に寄りそった医療を
目指しますのでよろしくお願いします。

佐藤　裕介
日本大学

日本大学から参りました研修医１年目の
佐藤と申します。信頼されるような医師を
目指し、医療と向き合いたいと思います。

中村　彰一
東京医科大学

今年度より研修医としてお世話になります。
一人前の医師になれるよう努力していきたい
と思っております。よろしくお願いいたします。

中村　昌平
香川大学

これから多くのことを学んで、患者さ
んに還元していけたらいいなと思いま
す。よろしくお願いします。

萩原　恒太
杏林大学

幼少より慣れ親しんだ立川で働ける
ことを嬉しく思います。２年間全力で
頑張ります。よろしくお願いします。

藤井　香綸
鳥取大学

早く仕事を覚えられるようにがんばり
ます。よろしくお願いします。

三宅　和恵
山梨大学

一つ一つしっかり吸収して成長でき
るよう頑張ります。よろしくお願いしま
す。

古岡　秀人
愛知医科大学

互いに信頼関係を築ける良き医師に
なりたいと思います。よろしくお願いし
ます。


