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　地域医療機関の先生方におかれましては、日頃、
都立大塚病院との医療連携にご協力、ご尽力いただ
き、誠に有り難うございます。
　4月から当院の医師の交代があり、新任医師の紹
介と、診療体制の改善が図られましたので、お知ら
せしたいと思います。
　まず、長らく不在で、地域医療機関の先生方には
多大なるご不便、ご迷惑をおかけしていました、呼
吸器内科常勤医ですが、4月から清水郷子医師、杉
浦真貴子医師の2人の医員が赴任し、6月からは更
に医長1人が加わり、3人体制となります。今まで、
呼吸器疾患は、大塚病院に送るのを遠慮なされてい
たかもしれませんが、4月からは救急症例を含め、
広くご紹介頂けると幸いです。特に、肺癌診療には
力を入れており、当院呼吸器外科と協力して診断か
ら治療までトータルで診させていただきます。その
他にも、気管支喘息、肺気腫や間質性肺炎から胸部
異常陰影まで、お気軽にご紹介ください。
　2点目は、消化器外科の体制強化で、新しく食道・
胃外科専門医の大島令子医長が着任しました。大島
医長は前任の静岡がんセンター、栃木がんセンター
で、食道がん、胃がん手術を多く手掛け、腹腔鏡手
術のエキスパートです。吉村外科部長も腹腔鏡手術
をはじめ、大腸がんや胃がん、肝・胆・膵がんの手
術を手掛けており、消化器外科６名の体制で、広く
消化器癌患者さんをお受けできます。当院消化器内
科も、胃・大腸がんの内視鏡手術（EMR、ESD）
を得意としており、検診で異常が発見された際は、
是非当院にご紹介ください。
　また、乳腺外科も、昨年度から非常勤として診療
を行ってきた足立未央医師が常勤医となり、今まで
以上に乳がんの手術やマンモグラフィー、超音波検

査等もお受けでき、乳がん検
診で異常が発見された場合
も、まずは当院にご紹介くだ
さい。検査が1日ですべて終
了する乳がんワンデイチェッ
クの枠を設けてありますのでぜひご利用ください。
　3点目は、脳外科に、脳血管内治療専門医である、
加藤大地医師が赴任しました。当院脳外科は、神経
内科と協働して、地域の脳卒中診療に貢献してきま
したが、今後は更に脳血管内治療も受けられるため、
ご紹介をお願いします。
「大塚病院はがんを診ていないのではないか？」
とのご質問を頂くこともありましたが、当院は消化
器、呼吸器、血液、泌尿器、乳腺、甲状腺、脳、皮膚、
口腔、婦人科領域における悪性腫瘍の専門医を配し、
どの分野でも対応できる、緩和ケアも含めたがん診
療をしております。特に合併症のある高齢者の場合
には、遠くの大学病院に行くよりも近くの大塚病院
で治療したほうが、ご本人およびご家族にとりまし
て通院も楽で利便性が高いと思います。
　当院は総合病院の強みを生かして、地域医療機関
の先生方と密接に連携を取りながら、地元の患者さ
んは地元で治療するという、地域完結型医療を励行
して行きたいと思っています。地域の先生方が緊急
で患者診療を依頼される際に、直接当院担当医に電
話が繋がる、緊急診療依頼直通電話（ゴールド電話：
０３－３９４１－７８９０）の受付時間はこれまで
月～金、９時～２０時でしたが、５月連休明けから
土曜午前まで広げました。その他にも、地域の先生
方が、夜間・休日診療所で、入院が必要等のご相談
がありましたら、当院は各科で当直していますので、
遠慮なくご連絡ください。

診療体制を強化しました
 　　院長　富山　順治　　　
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新任医師のご紹介 本年4月1日から大塚病院に勤務しています。
どうぞよろしくお願いいたします。

平成31年4月1日現在

伊藤　洋平
い   とう        よう へい

医員

平成28年卒
【医局】東京医科歯科大学  消化器内科
【専門分野】消化器一般

■外科

大島　令子
おお しま         のり   こ

医長

平成16年卒
【資格等】日本外科学会外科専門医、日本消化器外科学会
消化器外科専門医、日本消化器外科学会消化器がん外科
治療認定医、日本がん治療認定医機構がん治療認定医、
日本内視鏡外科学会技術認定医（消化器・一般外科 胃）、
緩和ケア研修修了
【専門分野】胃・食道  一般外科

足立　未央
あ  だち          み    お

医員

武井　仁
たけ  い          ひとし

医長

平成12年卒
【医局】筑波大学精神神経科
【資格等】厚生労働省精神保健指定医
【専門分野】児童青年精神医学

冨井　知春
とみ  い           ち   はる

医員

平成21年卒
【医局】東京医科歯科大学  消化管外科
【資格等】医学博士、日本外科学会外科専門医、日本消化
器外科学会消化器外科専門医、日本消化器外科学会消化
器がん外科治療認定医、日本消化器内視鏡学会消化器
内視鏡専門医、日本乳がん検診精度管理中央機構検診
マンモグラフィ読影認定医、緩和ケア研修修了
【専門分野】消化器外科  一般外科

石橋　直弥
いし ばし        なお   や

医員

平成26年卒
【資格等】緩和ケア研修修了
【専門分野】消化器外科  一般外科

牧野　利行
まき  の          とし ゆき

医員

平成27年卒
【医局】東京医科歯科大学  腎臓内科
【資格等】日本内科学会認定内科医
【専門分野】腎疾患全般、透析療法

秋本　卓哉
あき もと         たく  や

医員

平成24年卒
【医局】日本大学医学部小児科学系小児科学分野
【資格等】日本小児科学会小児科専門医、American 
Heart Association PALS（小児二次救命処置）プロバ
イダー
【専門分野】新生児・未熟児  小児科一般

原　康一郎
はら        こう いち ろう

医員

平成27年卒
【医局】日本大学医学部附属板橋病院  小児科
【資格等】American Heart Association PALS（小児二次
救命処置）プロバイダー
【専門分野】新生児・未熟児  小児科一般

清水　郷子
し  みず きょう こ

医員

平成17年卒
【医局】東京医科歯科大学  呼吸器内科
【専門分野】呼吸器内科

杉浦　真貴子
すぎ うら          ま    き    こ

医員

【専門分野】呼吸器内科
【資格等】日本内科学会総合内科専門医、日本呼吸器学会
呼吸器専門医

平成25年卒
【医局】東京医科歯科大学  外科
【資格等】日本外科学会外科専門医、日本乳がん検診精度
管理中央機構検診マンモグラフィ読影認定医、緩和ケア
研修修了
【専門分野】乳腺外科  一般外科



非常勤職員（月12日以上）

おおとも     ゆうすけ

内　科　　 大友　佑介

た がわ      ひろつね

内　科　　 田川　裕恒

かたひら     あ   き   こ

眼　科　　 片平  亜希子

いし づか きよ こ

産婦人科　 石塚　清子

せき や な お こ

小児科　　 関谷  菜穂子

とみどころ   ゆ   か

小児科　　 富所　由佳
せ  や      めぐみ

新生児科　 瀬谷　恵

わ だ よし き

外　科　　 和田　良樹

なかむら      ち ひろ

新生児科　 中村　千紘

つかはら    か  な  こ

整形外科　 塚原  加樹子

か とう    だい ち

脳神経外科　 加藤　大地

たかはし めぐみ

新生児科　 高橋　恵

かく や   たかのり

口腔科　　 角屋　貴則

や ぎ さわ じゅん こ

口腔科　　 八木澤  潤子

こ ばやし

麻酔科　　 小林  みどり

ふるいけ たかし

診療放射線科   古池　崇

リウマチ
膠原病科

なが た        ま   ゆ

永田　真夕

リウマチ
膠原病科

まつ ばら み ゆう

松原　美有

■形成外科

楊　睿
よう        えい

医員

平成26年卒
【医局】東京大学  形成外科
【専門分野】形成外科一般

■皮膚科

石川　貴裕
いし かわ        たか ひろ

医員

平成22年卒
【医局】東京医科歯科大学 皮膚科学教室
【資格等】日本皮膚科学会認定皮膚科専門医
【専門分野】皮膚腫瘍 アレルギー 皮膚科一般

■診療放射線科

佐々木　舞
さ    さ    き           まい

医員

平成26年卒
クリニカルフェロー
【資格等】日本乳がん検診精度管理中央機構検診マンモ
グラフィ読影認定医
【専門分野】放射線診断

■産婦人科

岡村　真奈美
おか むら         ま    な    み

医員

平成26年卒
【資格等】日本周産期・新生児医学会NCPR（新生児蘇
生法）専門コース修了、緩和ケア研修修了

多島　呉羽
た   じま        くれ   は

医員

平成25年卒
【資格等】日本周産期・新生児医学会NCPR（新生児蘇
生法）専門コース修了

■整形外科

岩佐　宜彦
いわ  さ　       のり ひこ

医員

平成26年卒
【医局】東京医科大学  整形外科
【専門分野】整形外科全般

非常勤・レジデントのご紹介 平成31年4月1日現在

おお す   が        み   ほ

大須賀　美帆
かん だ       じゅ り

神田　珠莉
たか ぎ        ま   き

髙木　真稀
たけがわ      な つみ

竹川　菜摘
ど もん     かずはや

土門　一迅
かたやま      ゆ   り

片山　由梨
あら き       もう り

荒木　望吏

ひろ た   ひろ  し

内科　 　 広田　裕史
いしかわ けい

小児科　  石川　携
なべしま   ゆき  よ

小児科　  鍋島　幸世

産婦人科  古田　桃子小児科　  前島　直彦
まえじま   なおひこ

内科 　　 川本　健二
かわ もと   けん じ

産婦人科    斎藤　緑
さいとう みどり

産婦人科   松永　麻美
まつなが   あさ み

ふる た   もも  こ

ジュニア1年次

シニア3年次

シニア2年次

なかむら     しょう こ

小児科　  中村　菖子

小児科　  三津井 彩加
み   つ   い   あや  か

産婦人科  岡　加穂子
おか   か  ほ  こ

産婦人科  　辻　  満
つじ        みつる

診療放射線科  仁科　忠章
に しな    ただあき

産婦人科   三浦　恵莉
み うら       え   り

い むら      さと  か

内科　　  井村　里佳
そ   が        さ   ら

内科　　  曾我　早良
おおしま       み  お

小児科　  大島　美音
きし     だいすけ

麻酔科　  岸　大輔

か とう      ゆい こ

産婦人科  加藤　結子

シニア1年次
お がわ       ゆ   み

小児科　  尾川　裕美
いり た      いずみ

　　　　  入田　泉

しゅくや        ゆ  き

宿谷　結希
かり べ     じゅ り い

苅部　樹里衣
おお た   こ

太田  みほ子
こばやし   りょうへい

小林　諒平

とまり たく じ

泊　卓志
かわかみ     こうへい

川上　紘平

ジュニア2年次

リウマチ
膠原病科

シニア・ジュニアレジデント



5～7月5～7月 医療連携研修会のご案内医療連携研修会のご案内
医 療 連 携
医科研修会

医 療 連 携
薬事研修会

　　　　　

第281回 医療連携医科研修会　2019年6月6日（木）　午後7時30分～午後９時00分　５階大講堂にて
「絵を描いて覚える肩の凝らない脳MRIの話」 診療放射線科 部長　玉本　文彦

・都立大塚病院医療連携医科研修会は、日本医師会の生涯教育の対象となりますので、参加いただいた先生方には
　「日医生涯教育講座参加証」をお渡ししています。

・都立大塚病院医療連携医科研修会は、日本医師会の生涯教育の対象となりますので、参加いただいた先生方には
　「日医生涯教育講座参加証」をお渡ししています。

第282回 医療連携医科研修会　2019年7月11日（木）　午後7時30分～午後8時10分　５階大講堂にて
「健診で異常といわれた時：消化管」 
「健診で異常といわれた時：肝・胆・膵」 内科 医長　倉田　　仁

※上記研修会のテーマ及び講師等は変更になる場合があります。当院からの研修案内でご確認くださるようお願いします。

・都立大塚病院医療連携薬事研修会は、日本薬事研修センター認定研修ですので、参加いただいた薬剤師の方には
　「研修受講シール」をお渡ししています。

第78回 医療連携薬事研修会　2019年6月19日（水）　午後7時30分～午後９時00分　５階大講堂にて
「背を伸ばす薬の話」 小児科 医員　馬場　義郎

懇親会あり

内　科　　平昭　衣梨　　 小児科　　木内　英　　  新生児科　植野　優　　  外科医長　松永　浩子
外　科　　神谷　綾子　　 外　科　　小川　憲人　  外　科　　細矢　徳子　  整形外科　金澤　慶　　  
整形外科　塚原  加樹子 　 脳神経外科　新井　佑輔　　 　櫻井　淳　　  　　　　　川上　香織　  
産婦人科　千村  友香理 　 皮膚科　　山本　亜美

形成外科
部　　長

産婦人科
医　　長

お世話になりました平成31年3月31日付退職

　糖尿病の基礎を学んでいただく「糖尿病基礎講習」と、糖尿病とつき合うための生活に役立つ「糖尿病教室」の
２部構成で行っています。①から⑥の６回シリーズを全て受講すると修了証をお渡しています。ぜひ、ご出席ください。

　　　　内科医長  中村  佳子
〈糖尿病基礎講習〉
＊水曜日
  7/10　7/24　8/7　8/21　9/4　9/25
  ５階小講堂にて　※要予約
  午後2時～ ①糖尿病と付き合うための第一歩…医師による
  午後3時～ ②今日からできる食事療法（※指導料あり）
…………………………………………管理栄養士による
  ※糖尿病集団栄養食事指導が必要な患者さまは、
  先に糖尿病初診の診療予約をお取りください。

〈糖尿病教室〉
＊木・金曜日　午後３時から　５階小講堂にて
  第1回（7/11　7/25　8/8　8/22　9/5　9/26）  
  ③血糖はなぜ上がる 体のしくみと関連検査 ④糖尿病のお薬を知ろう
………………………………臨床検査技師・薬剤師による

　第2回（7/12　7/26　8/9　8/23　9/6　9/27） 
　⑤毎日ここを気をつけよう ⑥運動療法のススメ さあ 体を動かそう
…………………………………看護師・理学療法士による

  ※糖尿病基礎講習と糖尿病教室を併せて受講することをお勧めします。

糖尿病基礎講習・糖尿病教室のご案内（2019年7月～9月）糖尿病基礎講習・糖尿病教室のご案内（2019年7月～9月）

平成31年度登録第２号

03（3941）7468（直通）
03（3941）3211（内線2138）

受付時間は〈月～金〉9：00～17：00  〈土〉9：00～12：30

受付時間は〈月～金〉9：00～20：00 〈土〉9：00～12：00

【予約専用電話】 03（3941）5489

【代表電話】 03（3941）3211　緊急・休日・夜間の場合　

　当院は緊急の場合を
　除き原則予約制です。

　医療連携についての
　お問い合わせ

上部・下部消化管内視鏡検査に関するご連絡も上記医療連携担当へお願いいたします。

医事課 医療連携担当

03（3941）7890　緊急診療依頼直通電話

緊急診療依頼直通電話
03（3941）7890の
受付時間を拡大しました。

土曜午前（9時～12時）
　　もぜひご利用ください。

お知らせ


