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病診、病病の医療連携にいつもご協力いただき感謝申し上げます。昨年 4月
の診療報酬改定でも、従前通り高度急性期病院（大学病院本院に準ずる包括医

療DPCⅡ群）の指定を受けました。34床の 1次、2次救急を中心とした救急患者様対応の ER型
救命救急センターと予定入院患者様を中心とした術後、難治治療の集中治療室 16床（院内 ICU8
床＋HCU8床）、脳卒中集中治療室 SCU3床をフルに活用して医療展開をしております。また東京
都地域がん診療連携拠点病院として、通院治療センター（外来化学療法）および在宅医療と連携し
た緩和医療の拡充、地域医療支援病院として地域により開かれた病院となるべく更なる努力を続け
て参ります。
 平成 29年 1月 1日

 病院長　　高里 良男

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。

事務部長　下坂　弘
地域の病院や開業医の先生等
との医療連携を円滑に進め、よ
り良い医療を提供することによ
り地域の皆様から信頼される病
院となりますよう引き続き努力
してまいります。一層のご支援
を賜りますようよろしくお願い
いたします。

副院長（医療安全管理室長）佐藤康弘
医療安全担当というと、イン
シデントやアクシデントの検証
が主たる業務と考えられがちで
すが、患者安全のための医療安
全文化を院内で醸成することが
もっとも重要な役割だと考えて
おります。気配り、心配り、目
配りしながら今年も患者安全に
邁進したいと思います。

統括診療部長　伊藤　豊
開業医の医師および歯科医の
先生方の連携強化をより充足す
るよう努めて参ります。救命セ
ンターを始め、各診療科のスタッ
フが高度急性期医療の担い手と
して活躍しますので今年もも引
き続きご支援ください。

臨床研究部長　小井土　雄一
昨年の熊本地震においては、
当院はDMAT本部を立ち上げ、
全国 500 チームの DMAT（災
害派遣医療チーム）の指揮・支
援を行いました。これからも、
当院はあらゆる災害に対応しま
すが、まずは、年頭に災害がな
いことを祈念したいと思います。

看護部長　大柴福子
看護部では責任と継続性のあ
る看護を重視しております。
看護師は患者の身体的問題の
みならず、治療・ケア上の必須
事項や生活上の問題等を把握し
ているため、病院と地域との連
携を密にしながら、隙間のない
ケアをスムーズに進めるため努
めて参ります。
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診療科等からのご挨拶
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眼　　科

医長　大西　貴子

視野検査・OCT検
査・眼底造影検査

（ICGあり）の精査に
対応できます。手術

は白内障手術・硝子
体注射を実施してい

ます。来年から常勤医
1名となりますが、迅

速に対応できるよう努
めてまいります。

循環器内科
医長  高橋  良英／医長  大野  正和
医長  近江  哲生
PCI、アブレーション、ペースメーカー・ICD
手術に加え、下肢動脈のカテーテル治療
にも力をいれております。間欠性跛行の症
例も循環器内科に御紹介ください。

救命救急科センター部長　加藤　宏24時間救急搬送に対応しているほか、ラピッドカーを導入して医師や看護師を派遣する病院前診療も行っています。地域の救急医療に貢献できるよう努めて参ります。

放射線診断科
医長　森本　公平
画像診断が必要な場合はお気軽にご
利用ください。当日の検査、レポート作
成にも対応いたします。各科協力の下、
IVRにもいつでも対応いたします。

泌尿器科
医長　小田金　哲広
腹腔鏡手術・経尿道的手術を中心に、
侵襲の少ない治療を心がけています。
その他、泌尿器系疾患全般に対応して
おります。

膠原病・リウマチ内科医長　満尾　晶子
関節リウマチ、膠原病の外来・入院加療を行っており、関節リウマチに関しては生物学的製剤の治療もしています。患者さんの痛みや悩みをトリさるように、今後も診療いたします。

糖尿病・内分泌内科
医長　田口　学
糖尿病を中心に甲状腺、下垂体、副腎
疾患等幅広く対応致します。お気軽に
御紹介下さい。

消化器内科

医長  上市  英雄／医
長  佐々木  善浩

カメラがとても苦手
な患者様！眠って

カメラができますよ
。

すい臓の病気も超音
波内視鏡での診

療が可能です。内視
鏡での低侵襲な医

療を提供しています
。

形成外科
医長　菱山　潤二
保険適応のエキスパンダー／インプラ
ントによる乳癌切除後乳房再建を開
始します。従来通り皮膚腫瘍再建、顔
面外傷、下肢静脈瘤、手外科もご紹介
ください。

呼吸器外科
医長　宮内　善広
自然気胸・肺癌に対する胸腔鏡手術
を中心として胸部外科一般に幅広く
対応いたします。お気軽にご紹介くだ
さい。

血液内科
医長  竹迫  直樹／医長  関口  直宏
多摩地区の造血器腫瘍の治療を担え
るように頑張っております。治験にも
力を入れて取り組んでおります。お困
りな場合はとりあえずお電話くださ
い。

腫瘍内科

医長　能登　俊

主に悪性リンパ腫と
肺がんの外来化

学療法を行っており
ます。リンパ節腫

脹でお困りの際には
お気軽にご相談

ください。

脳神経外科
医長  早川  隆宣／医長  八ツ繁  寛
医長  重田  恵吾／医長  住吉  京子
脳腫瘍、脳動脈瘤、頚動脈狭窄など、
適応症例に対しては積極的な治療方
針で手術も血管内治療の行います。ま
ずは何でも気軽にご紹介下さい。

歯科口腔外科医師　松井　香織
口腔癌、顎変形症から歯性感染症等、口腔外科一般に対応しております。

耳鼻咽喉科

担当医師一同

入院治療が必要な患
者様の受入れ体

制は整っていません
が、外来診療で可

能な患者さまは医療
連携室を通して

ご紹介をお願いしま
す。
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トラベルクリニック
医長　横内　裕佳子
海外渡航・留学・赴任時等の健康診
断、予防接種、高山病対策、英文診断
書作成など。トラベルクリニックを是
非ご利用ください。

呼吸器内科医長　上村　光弘
地域医療に貢献できるよう、本年もがんばってまいります。

整形外科
医長  関  雅之／医長  松崎  英剛
医長  小川  剛史
脊椎、人工関節、肩関節、手の外科、
スポーツ整形外科と幅広く対応してお
ります。宜しくお願い致します。

神経内科
医長  三明  裕知／医長  大林  正人
血栓溶解療法を含む脳梗塞急性期治
療や神経変性疾患・認知症の診断な
ど広く対応しております。お気軽にご
相談下さい。

心臓血管外科医長　新野　哲也
大血管、虚血性心疾患、弁膜症を中心に心臓血管外科領域全般に対応しております。

消化器・乳腺外科
医長  伊藤  豊／医長  若林  和彦
頸部から腹部消化器疾患の全ての悪
性疾患手術および薬物治療に対応出
来ます。腹腔鏡手術希望にも対応可能
です。

小　児　科
医長　横内　裕佳子
本年1月より平日（月～金）19：15まで小児科の時間外診療を延長致します。入院での食物負荷試験、成長ホルモン分泌試験等実施しています。ご紹介お待ちしております。

皮　膚　科

医長　千葉　由幸

免疫・アレルギー疾
患から皮膚腫瘍ま

で、体表面の疾患に
は幅広く対応いた

します。困ったとき
はお気軽にご紹介

ください。

精　神　科
医長　河嶌　譲
本年もコンサルテーション・リエゾン
活動および緩和ケアに一層力を入れて
まいります。

緩和医療・ペインクリニック科
医長　白澤　円
急性～亜急性期の非がん患者を対象
とした『ペインクリニック外来』と、が
ん性疼痛看護認定看護師と共に、が
ん患者を対象とした『緩和ケア相談外
来』を行っています。

腎臓内科

医長  守尾  一昭／医
長  羽田  俊彦

医師  海老島  瑠奈

糖尿病性腎症を含む
CKD患者の透析

導入やIgA腎症、ネ
フローゼ症候群の

診断治療、先天性多
発性嚢胞腎の内

服薬の治療等を行っ
ております。

麻　酔　科
医長　窪田　靖志
患者さんがつらさを感じない麻酔、安
全な麻酔を目指していきます。特に患
者さんの背景や術後のADL、QOLを
意識した術前評価・術中管理をして参
ります。

放射線治療科

担当医師一同

腫瘍に対し徹底的に
放射線照射をし

たいと思います。

女性総合外来
医師　永島　加代
女性の繊細な体調の変化などでお困
りな患者様がいらっしゃいましたらご
紹介ください。

健　診　部
部長　正岡　博幸
健診部は人間ドック・特定健診・一般健診や脳ドック・各種がん検診・内臓脂肪量測定・骨粗鬆症ドックなど各種検診やトラベルクリニックなど行っております。本年もよろしくお願いいたします。
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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

糖尿病療養支援外来
慢性疾患看護専門看護師　市川　美生
インスリン療法や食事療法、運動療法
をはじめとする糖尿病療養指導を行
い、個々の生活スタイルに合わせた支
援を行います。

ストーマ外来

皮膚・排泄ケア認定看護
師　浅野　綾子

ストーマ外来では、ス
トーマやストーマ

周囲の皮膚トラブル
など合併症に応じ

たケアの提供、指導
を行っています。お

気軽にご相談下さい
。

リハビリテーション科理学療法士長　石川　秀俊患者様の起居動作や日常生活動作、摂食嚥下機能などの改善・向上を目標に、リハビリテーション科スタッフ一同、親身に対応してまいります。

がん相談外来

がん性疼痛看護認定
看護師  坂口  希笑

がん化学療法看護認
定看護師

　井田  香織／出水
  美樹／愛敬  あゆみ

乳がん看護認定看護
師  加藤  野乃

がん相談外来では、
病気や治療に関する

心配

事や日常生活でのお
困りな事について、

それ

ぞれ専門分野の認定
看護師が一緒に考え

、対

応させて頂きます。

地域医療連携室医療連携係長　樋口　早智子医療相談係長　二宮　陽子地域の医療機関からの円滑な患者受入ができるように尽力致します。また、地域包括ケアを実現するために地域との連携を密にとり、患者さんが安心、満足のいく在宅療養、退院支援を行ってまいります。

薬　剤　部
部長　渡邉　好造
今年も薬剤師会と定期的に話し合い
を持ち、疑義照会の簡素化や残薬調
整の方法など、よりよい薬物治療が行
われるように取り組んで行きます。

中央放射線科
診療放射線技師長　谷崎　洋
CT検査・MRI検査・RI（骨シンチ）検
査を随時お受けいたします。人間ドッ
クや脳ドック、肺がん検診、内臓脂
肪検査、骨粗しょう症ドック等各種の
ドックもあります。ご利用ください。

栄養管理室
室長　土屋　勇人
治療にあわせた実行可能な食事療法
やご入院中の食べやすいお食事の提
供など、適切な栄養管理に努めており
ます。

臨床検査科

部長  平野  和彦／技
師長  石井  幸雄

信頼と質の高い臨床
検査を目指すと

ともに、専門知識を
有する臨床検査

技師が検査データを
迅速に提供して

おります。

中央医療機器管理室
主任臨床工学技士　島津　敏広
臨床工学技士一同、安全・確実な医療
機器、医療技術の提供を目指し日々、
努力してまいります。

緩和ケア相談外来
医長　白澤　円
がん疼痛看護認定看護師　坂口　希笑
コンサルテーション型ではあります
が、『緩和ケア相談外来』を実施して
おります。
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日　時：平成29年2月7日（火）　19時～21時
場　所：災害医療センター
　　　　　外来棟4階　地域医療研修センター
内　容：「動悸を主訴とした患者に対する診察と治療」
講　師：循環器内科医長　高橋良英

平成29年度　第2回　災害医療センター

クリニカルカンファレンス

時

がん患者・家族就労支援研修がん患者・家族就労支援研修
日　時：2月24日（金）　17時30分～19時
場　所：災害医療センター　外来棟4階　地域医療研修センター
内　容：●がんを抱えて働くとは　講師：第一病棟部長　竹迫直樹
　　　　●がん患者の就労支援についての企業の実務対応について
　　　　　　～企業の取り組み事例から学ぶ～
　　　　　　　講師：社会保険労務士法人　三平事務所
　　　　　　　　　　代表社員　三平和男先生


