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平成29年４月１日より、災害医療センター院長に就任しました宗田　大
（むねた　たけし）と申します。日頃より皆さまには患者様のやり取りで
大変お世話になっております。
本年は私を含め新採用98名、転入者28名が災害医療センターに加わり
ました。
今年の春は寒暖の差が激しく、桜は例年になく木々ごとに開花のばらつ
きが大きくなっています。長い間桜を楽しめそうです。私事ですが、多摩
地区に在住してちょうど今年で30年になります。毎年日野橋近くの根川

の土手で花見をするのが恒例になっています。
災害医療センターを地域の頼れる病院として、もっと皆様に気軽にお役立ていただけるような工夫
をしていきたいと思っています。

■ 診療体制の拡充と変更  
この４月から長年の念願であった婦人科が常勤化することになりました。皆様のニーズにより

多くこたえられることになると期待しております。又、救命救急センター（長谷川）、総合診療部
（加藤）が部長に、神経内科（大林）、循環器内科（清水）、産婦人科（椙田）、緩和ケア内科（野
村）、歯科口腔外科（岩成）、が医長に就任しました。副院長は現在空席となっていますが、機能的
に空席を補うような体制を早期に築くつもりです。

■ 高度急性期病院としてのさらなる機能の発揮  
本院は災害医療の基地として全国的にもよく知られ、救命救急は最先端治療の実践病院として多く

の若い医療従事者の人気の的になっています。彼らの思いを満たし、さらに医療従事者として発展さ
せるためには、教育から研究にわたる指導体制の充実が不可欠です。若いメンバーが生き生きとして
元気で働ける職場づくりが大切です。そこを基盤として、さらに地域に役立てる急性期病院として機
能が高まり、頼れる存在になると考えます。

■ 東京医療保健大学立川看護学部の開校（看護学校大学化の完成）  
本年４月いよいよ４年制の大学として、東京医療保健大学立川看護学部が立ち上がりました。同大

学は学校法人青葉学園が運営する全く別の教育機関ですが、立地的にも災害医療センターとは密接な
関係を保ち、大学院教育を含め、本センターから講師としてその教育に携わることになっています。
災害看護を学部の目玉としてこれまで以上に魅力的なカリキュラムが組まれ、多くの学生が本セン
ターに卒業後仲間に加わっていただけることと期待しています。

皆様のさらなるご支援をよろしくお願い申し上げます。

院　長
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４月からの ４月からの 新 任 医 師 紹 介新 
救命救急科センター部長

長谷川　栄寿
これからも地域の救急医療に貢献で
きるようスタッフ一同全力で取り組ん
でいきます。宜しくお願い致します。

腎臓内科医長
羽田　俊彦

腎臓内科を担当します。JMECC／
ICLSのディレクターも持ちます故、地
域開催の必要があればお手伝いさせ
て頂きますので申しつけて下さい。

消化器・乳腺外科医長
深堀　道子

主に乳腺診療を中心に行っておりま
す。今後とも御指導の程、宜しくお願
い申し上げます。

放射線科医長
一ノ瀬　嘉明

院外からCTやMRI検査を随時承りま
す。当日予約・当日レポート発行も可
能です。撮影方法等お気軽にご相談
下さい。

整形外科医長
関　雅之

平成28年10月に着任致しました。専
門は股関節外科、膝関節外科です。
名にし負う災害医療センターの経綸
を誤ることの無い様に奮励努力致し
ます。

歯科口腔外科医長
岩成　進吉

当院開院時より非常勤で勤めていま
したが、本年度より常勤で働くことと
なりました。今後も変らぬ患者さんの
紹介よろしくお願いします。

神経内科医長
大林　正人

三明医師の異動に伴い、神経内科の
医長を拝命しました。引き続きより良
い医療を提供できるように努力しま
す。よろしく御願い致します。

産婦人科医長
椙田　賢司

4月1日より産婦人科医長を拝命されました。得意領域
は、腫瘍と女性ヘルスです。最初はマンパワーの関係
上、婦人科のみのスタートとなりますが、今後産科も始め
たいと考えております。手術においては積極的に鏡視
下手術を取り入れていきたいと考えております。北多摩
西部を中心に信頼できる医療を提供し、地域医療に貢
献したいと思います。何卒宜しくお願い申し上げます。

腎臓内科医長
村野　順也

平成29年4月より腎臓内科に勤務さ
せて頂いております。患者様・ご家族
様の心と体のケアに努めたいと思い
ます。宜しく御願いいたします。

循環器内科医長
清水　茂雄

佐藤先生の異動に伴い、循環器内科
の科長として赴任致しました。専門は
虚血、循環器内科一般です。至らな
いところばかりですが、宜しくお願い
致します。

眼科医長
大西　貴子

平成28年10月より勤務させていただ
いております。患者様のお力になれる
よう邁進致しますので、どうぞよろしく
お願い致します。

神経内科医師
高岡　賢

喜納医師の後任として東京医科歯科
大学神経内科より赴任致しました。
地域診療に貢献できるよう努めます
ので、宜しくお願い致します。

循環器内科医長
佐々木　毅

高橋良英医師の後任として東京医科歯科
大学循環器内科より赴任しました。専門
は不整脈治療、心臓画像診断で、地域の
不整脈診療に貢献できるように頑張りま
すので、どうぞよろしくお願いします。

皮膚科医長
中村　和子

皮膚科は千葉先生、山岡先生と3人
体制でひきつづき診療を行なってま
いります。今後とも宜しくお願いいた
します。

神経内科医師
松田　さきの

神経内科医として1年目です。早く一
人前になれるよう、精一杯努力したい
と思います。御指導ご鞭撻の程、何卒
宜しくお願い致します。

呼吸器内科医長
高田　佐織

4月より呼吸器内科に赴任してまいり
ました。肺癌をはじめとした呼吸器疾
患全般を診させていただきます。よろ
しくお願い致します。

緩和ケア内科医長
野村　まなみ

緩和ケア病棟（病床）を立ち上げるた
めに入職しました。一日も早く開設し
て、がん治療を受けておられる方々の
お役に立ちたいと思います。どうぞよ
ろしくお願い申し上げます。

呼吸器内科医師
石田　学

呼吸器内科医として精進していきた
いと思います。至らない点もあるかと
存じますが、宜しく御願い致します。
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４月からの 新 任 医 師 紹 介任 医 師 紹 介
呼吸器内科医師
乾　俊哉

患者さんにとって、より良い地域医療
を構築するお手伝いをさせていただき
たいと思います。どうぞ宜しくお願い
致します。

救命救急センター医師
相坂　和貴子

札幌医科大学救急医学講座から参
りました。どうぞよろしくお願い
いたします。

整形外科医師
張　英士

4月から入職となりました。人工関
節・外傷を中心に地域に貢献できる
ように頑張ります。

消化器内科医師
石坂　俊二

今年より消化器内科で勤務させて頂
いております。色々なことを学ばさせ
てもらい、自分自身も地域医療に貢
献できればと思います。よろしくお願
いします。

救命救急センター医師
神保　一平

平成29年4月より勤務させて頂いて
おります。地域の救急医療に貢献で
きるよう、精一杯努力していきます。
宜しくお願い致します。

泌尿器科医師
長嶺　陽平

この春から泌尿器科で勤務させて頂
いてます。立川はいい街ですね、地
域に根付いた医療を目標に笑顔で頑
張っていきます。

消化器内科医師
中嶋　緑郎

平成29年4月から消化器科に入職さ
せていただきました。地域医療に貢
献できるよう頑張ります。

救命救急センター医師
永澤　宏一

整形外傷を中心に外傷治療を行いま
す。よろしくお願いします。

形成外科医師
橋本　一輝

患者さん、看護師、他科医師から信頼
してもらえる形成外科医として地域医
療への貢献を目指します。

循環器内科医師
松本　彩和

平成29年4月より循環器内科に入職
いたしました。皆さまには御迷惑をお
かけすることもあるかと思いますが、
どうぞよろしくお願いいたします。

脳神経外科医師
中野　智行

微力ではございますが、脳神経外科
医として尽力したいと思います。よろ
しくお願い致します。

形成外科医師
石澤　恵里

親切・感謝・笑顔をモットーに丁寧な
診療を心がけます。よろしくお願い致
します。

循環器内科医師
秋元　耕

平成28年10月より循環器内科で勤
務致しております。精一杯努めて参る
所存です。今後ともよろしくお願い致
します。

心臓血管外科医師
髙橋　雄

平成28年10月より勤務させて頂いて
おります。患者様に最善の医療を提
供出来るよう精進致します。今後と
も、御指導、御鞭撻の程、何卒、宜し
く御願い致します。

救命救急センター医師
山田　浩平（陸自）

4月から1年間救命科で研修させて頂
きます。ご指導ご鞭撻のほどよろしく
お願いします。

消化器・乳腺外科医師
兼松　恭平

昨年11月より消化器・乳腺外科で勤
務させていただいております。至らぬ
点あると思いますが、地域医療に貢
献できるよう頑張りますので宜しくお
願いします。

整形外科医師
島谷　雅之

4月より整形外科でお世話になることになりま
した。下肢のスポーツ障害や膝の靭帯損傷、
半月板損傷、膝周囲の骨切り手術などに力を
注いで参りたいと存じます。どうぞ今後ともご
指導ご鞭撻の程お願い申し上げます。

救命救急センター医師
相原　一紀（陸自）

一年間救命救急科配属になりまし
た。ご迷惑をおかけすることもあ
るかと思いますがよろしくお願い
致します。
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Information2Information2

医療連携の時間外急患受付の電話番号をTEL 042－526－5613に
変更しました。（19時15分まで）
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。

時間外救急患者受付の
電話番号の変更

Information1

●日　時：平成29年5月13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）
●内　容：「こどものアトピー性皮膚炎と食物アレルギー」　小児科医長　横内裕佳子
　　　　　「蕁麻疹の色々」　皮膚科医長　中村和子
　　　　　質疑応答

入場無料　定員100名（先着申込み順）

おとなおとなとこどもこどもの皮膚アレルギー
市民公開講座のお知らせ

第39回

初期臨床研修医紹介初期臨床研修医紹介
平成29年度平成29年度

岡﨑　爽乃
群馬大学

2年間初期研修医としてお
世話になります。国立出身
です。これからよろしくお願
い致します。

齋藤　大之
千葉大学

まだ右も左もわからない
若輩者ですが、より良い医
療人になれるよう精一杯
頑張っていきますので、ど
うぞよろしくお願いいたし
ます。

冨田　良啓
琉球大学

生まれは岐阜県、実家は愛
知県（現在）、大学は沖縄
県と転々としています。一
生懸命頑張りますのでよろ
しくお願いします。

田口　慶　
日本医科大学

まだわからないことだらけ
ですが、医師としての自覚
を持ち、患者の方と向き
合っていきたいと思いま
す。よろしくお願いします。

田中　康次郎
三重大学

こんにちは。三重県から大
都会東京に来て右も左も
分からない毎日ですが、全
力で勉強させて頂きます。
よろしくお願いします。

佐藤　知
群馬大学

はじめまして。まだ右も左
もわからないような若輩者
ですが、精一杯頑張りたい
と思います。よろしくお願い
します。

野上　諒
慈恵医科大学

立川出身です。まだまだ未
熟ですが、よろしくお願いし
ます。

中島　佑樹
日本大学

2年間がムダにならない様
にしっかり勉強したいと思
います。また、少しでもこの
病院に貢献出来るように
頑張りたいと思います。よ
ろしくお願いします。

中務　智彰
奈良県立医科大学

はじめての東京での生活
で慣れないことが多々ある
のですが、精一杯研修医と
しての職務に邁進いたしま
す。よろしくお願いします。

長嶋　孝昭
九州大学

患者のことを第一に考え
られる医者を目指していま
す。日々、勉強していこうと
思うのでよろしくお願いし
ます。

宇野　嘉良子
慶應義塾大学

東京大学のたすきがけプ
ログラムで1年間災害医療
センターでお世話になりま
す。どうぞ宜しくお願い申し
上げます。

横山　敬士
東京大学

大学のプログラムで、災害医
療センターにて一年間初期
研修医として働かせて頂きま
す。なるべく多くを学んで、患
者さんの為にできることを精
一杯やっていきたいと思いま
す。よろしくお願い致します。

鈴木　彩奈
日本医科大学

精一杯頑張らさせていただ
く所存です。よろしくお願
いします。

濱本　裕太
久留米大学

まだ右も左もわからない
状態ですが、先生方をはじ
め、コメディカルの方々か
らも御指導を賜り、一歩ず
つ成長していきたいです。
よろしくお願いします。

平成 29 年度 第 1回患者・家族かけはし交流会

～ストーマケアで困った時の対処方法～
■日時：平成29年6月29日（木）　14：00～15：30

■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

■対象：ストーマ保有者とこれから造設する患者とその家族

■内容：「大腸がんの手術について」 消化器外科医 中山 真緒 医師

　　　　「ストーマのケア方法について」 皮膚・排泄ケア認定看護師 淺野 綾子


