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いつも医療連携にご協力いただき感謝申し上げます。今年も4月に入り

桜満開の中150名近くの新採用＋転入者を迎えました。病院の中は新人

オリエンテーションで慌ただしく、新しい息吹を感じる毎日です。

お陰様で登録医の先生方は順調に増え510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。

☆診療体制の拡充と変更 ☆診療体制の拡充と変更   
この4月から腫瘍内科（能登医長：通院治療センター長）を新設しまし

た。これで31診療科となりました。麻酔科、泌尿器科、形成外科、病理

診断科が新しい医長へ交代しました。

☆看護学校と大学の併存（看護学校の大学化3年目）☆看護学校と大学の併存（看護学校の大学化3年目）  
災害医療センター付属昭和の森看護学校は、3月3日（木）に80名の第21回卒業式を行いまし

た。そして4月には看護学校としては最後の3年生のみの新学期となりました。また一方4月2日

（土）には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110名

の新入生を迎え、1、2、3年生の体制となり、この内大学3年生が4月より立川に移動してきまし

た。つまり3年生同士の立川キャンパスでの共存状態となりました。来年4月には完成型の4年制看

護大学となります。

☆高度急性期医療の更なる展開 ☆高度急性期医療の更なる展開   
さて今年は2年毎の診療報酬改定の年で、当院は2014年前回改定に引き続き包括医療DPCⅡ群

（高度急性期病院）に認定されました。今後とも地域がん診療連携拠点病院、地域医療支援病院、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

事務局病院共々に高機能を持続して行きたいと思います。院内集中治療室（予定入院患者さま用ICU

＋HCU）16床と救命救急センターICU34床（救急入院患者さま用）をフル活用した高度総合病院

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
４月からの４月からの

循環器内科医師
矢部　顕人

昨年は東京医科歯科大学付属
病院でレジデントをやってお
りました。宜しくお願い致し
ます。

麻酔科医師
片山　あつ子

手術麻酔の安全に努めてまい
ります。よろしくお願いいたし
ます。

消化器・乳腺外科医師
中山　真緒

小平市出身、東京女子医大卒
業です。医師になって十数年ぶ
りに多摩地域に戻って参りまし
た。地域医療に貢献できれば
と思っています。

整形外科医師
木下　豪紀

研修医を当院で過ごし、再びこ
の病院に帰ってきました。人工
関節と関節リウマチを中心に
地域医療に貢献していきたい
と考えております。

消化器内科医師
外川　菜々子

まだまだ勉強することがたくさ
んありますが、一歩ずつ頑張っ
ていきますのでよろしくお願い
致します。

循環器内科医師
鈴木　雅仁

新たな環境下のスタートで慣れな
いところが多々見受けられると思わ
れますが、1日でも早く皆様のお力
になれるよう努めさせていただきま
す。宜しくお願い申し上げます。

腎臓内科医師
海老島　瑠奈

本年度より腎臓内科に勤務さ
せて頂くことになりました。地
域の皆様のお役に立てるよう
努めます。宜しくお願いいたし
ます。

麻酔科医長
窪田　靖志

効率的な手術室運営、安全な
麻酔管理に貢献できるよう努
力いたしますので、よろしくお
願い致します。

泌尿器科医長
小田金　哲広

石原理裕先生の後任として今
年度より赴任いたしました。侵
襲の少ない検査・治療を心が
けています。宜しくお願い致し
ます。

形成外科医師
藤巻　弘

形成外科全般、診させて頂こう
と考えております。どうぞよろし
くお願い申し上げます。

形成外科医長
菱山　潤二

この度、磯野医長の後任として
着任いたしました。顔面骨折、
先天奇形、皮膚、皮下腫瘍など
ご相談下さい。

泌尿器科医師
鮫島　未央

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。
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整形外科医師
片岡　佳奈

整形外科2年目の片岡佳奈と
申します。まだまだヒヨコです
が、一生懸命頑張ります！宜し
くおねがい致します！

脳神経外科医師
青山　二郎

4月より勤務することになりま
した。精一杯頑張りますのでよ
ろしくお願い致します。

皮膚科医師
中村　和子

15年ぶりくらいに災害医療セン
ターにもどってきましたが、色 シ々
ステムも変わっていてわからない
ことだらけで、色々とご迷惑をお
掛けすることも多いかと思います
が、宜しくお願いいたします。

循環器科
神山　まゆ

循環器内科3年目レジデントとし
て赴任いたしました。御迷惑をお
かけすることも多々あると思いま
すが、日々努力と笑顔は絶やさな
いよう心がけます。御指導のほど
よろしくお願い致します。

皮膚科
山岡　聖子

4月から皮膚科に勤務させて頂
いています。ご迷惑をおかけす
ることもあるかと思いますが、
頑張りますのでよろしくお願い
致します。

放射線科
池田　慎平

「自分以外わが師」の精神で
職務に当たって参ります。どう
ぞよろしくお願い致します。

血液内科
栗原　祐也

初期研修から引き続き、後期レ
ジデントとして血液内科にお世
話になることになりました。宜
しくお願い致します。

本年度から一年間救急救命科
配属になりました田中と申しま
す。早く戦力になれるよう頑張
ります。御指導宜しくお願い致
します。

血液内科
伊藤　謙一

初期研修１年目研修させて頂
き、３年目血液内科後期レジデ
ントとして戻って参りました。
ご指導ご鞭撻宜しくお願い致
します。

心臓血管外科医師
北住　善樹

初期研修終え、心臓血管外科
に引き続き後期レジデントとし
てお世話になります。指導の程
宜しくお願い致します。

放射線科医師
妹尾　聡美

東京医療センターより2年ぶりに
放射線科に戻ってまいりました。
まだまだ学ぶことは多く日々研鑽
を積みたいと思っています。よろし
くお願い致します。

救命救急科
田中　碧

救命救急科
田邉　宣昭

本年度救急救命科に転属にな
りました田邉と申します。御指
導御鞭撻の程宜しくお願い致
します。

消化器・乳腺外科医師
山岸　俊介

昨年10月から消化器・乳腺
外科に勤務させて頂いていま
す。今後もよろしくお願い致
します。

眼科医師
若月　優

今年の1月から眼科で勤務さ
せていただいております。よ
ろしくお願い致します。
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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28年度平成28年度

初期臨床研修医初期臨床研修医
紹  介紹  介

赤尾　慶二
独協医科大学

高野　駿
新潟大学

宮川　真継
日本大学

平野　湧一郞
東京大学

一つ一つ全力で取り組み、患者様に
親身になれる医師になれるよう頑張り
ます。よろしくお願い致します。

研修医らしく何事にも積極的に、責
任を持って医療に携わりたいと思い
ます。よろしくお願い致します。

ご指導の程、よろしくお願い致
します。

まだまだ未熟ですが、精一杯頑張りま
すので、よろしくお願い致します。

浅井　翔太
徳島大学

平沢　光明
新潟大学

本橋　直樹
山梨大学

牧内　泰文
鹿児島大学

一日も早く皆様に必要とされる
医師になりたいと思います。よ
ろしくお願い致します。

初々しい気持ちを忘れず、2年間仕
事に全力で取り組んでいく決意で
す。よろしくお願い致します。

4月から2年間よろしくお願い致
します。

鹿児島生まれ、鹿児島育ちです。東京都立川市
という慣れない土地ですが、一生懸命初期研修
致します。よろしくお願い致します。

5月1日より医療連携の時間外急患受付の電話番号を
TEL 042－526－5511（代）に
変更しました。
救急患者のご紹介時はこちらの電話
番号におかけください。

瀨上　将太
東京医科大学

小野寺　康暉
筑波大学

御子柴　晴樹
新潟大学

福谷　洋樹
久留米大学

米澤　将克
横浜市立大学

矢崎　裕紀
新潟大学

未熟ではありますが、明るく優しく
精進致しますので、宜しく御願いし
ます。

地域の方々に貢献できるよう、日々精
進していきたいと思います。

これからお世話になります。よろしくお
願い致します。

福岡の久留米というところから来ました。未熟者
ではありますが精一杯頑張りますのでどうぞよろし
くお願い致します。趣味は旅行と、スポーツです。

横浜市立より参りました。しっかりと勉強させて頂
き、患者さんのためにチーム医療の一員となれる
よう励んでまいります。よろしくお願い致します。

日々の業務のあらゆることを吸収し、粘
り強く努力していきたいと思っておりま
す。どうぞよろしくお願い致します。

時間外救急患者受付の電話番号の変更

●日　時： 平成28年5月21日（土）　10：30～12：30
●場　所： 災害医療センター　地域医療研修センター（4F研修室）
●講　師： 糖尿病・内分泌内科　　医長　田口　学
 循環器内科　　　　　　医長　大野　正和

入場無料　定員100名（先着申込み順）

糖尿病のこわい話し
市民公開講座のお知らせ

第34回


