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　新型コロナウィルス感染症への対応継続中に新年
度が始まりました。感染者増で3度目の緊急事態宣
言が発出される一方、医療従事者に続き高齢者のワ
クチン接種も始まりました。そんな中、皆様方はい
かがお過ごしでしょうか？
　先日、豊島区と豊島区医師会および当院との間で
ワクチン接種に関する3者協定を結びました。集団
接種時におけるアナフィラキシーなど重篤な副作用
に対する後方支援を当院が担うというものです。ア
ドレナリン筋注など緊急対応は接種現場で行ってい
ただき、その後の入院や経過観察を当院で行います。
恐縮ですが、頭痛や発熱など副反応一般に対しては
対応できかねます。よろしくお願いいたします。
　3月末よりコロナ後遺症に関する電話相談を開始
しました。息切れ・咳嗽などの呼吸障害や、味覚・
嗅覚障害など様々な後遺症の相談が予想外に多く寄
せられています。比較的若年者の方からの相談も少
なくなく、この感染症の厄介さを改めて感じます。
　令和3年の大塚病院も昨年度同様にコロナ診療に
関わって参ります。変異株を含めた中等症までのコ
ロナ専用病棟やコロナPCR検査外来を引き続き運
用します。都が設置したコロナ専用病院への職員の
派遣（医師・看護師・薬剤師等）も継続する予定です。

さらに今年はオリンピックへ
の職員の派遣も予定されてお
り、病院機能の維持はギリギ
リです。今後も皆様方と連絡を密にし、連携を深め
この難局を乗り越えたいと思います。
　コロナ以外の診療も継続して行います。周産期や
小児医療は当院の重点医療の一つであり、今後も積
極的に対応して参ります。成人・一般用の病床数は
コロナ転用もありタイトな運用となっていますが、
ご紹介患者には対応可能ですのでご利用お願いいた
します。緊急診療依頼直通電話（ゴールド電話：
03-3941-7890）も引き続き運用しています。現在
平日夜間20時まで、土曜日は12時までの運用です。
誠に申し訳ありませんが少人数医師の診療科は夕方
17時以降と土曜日は不在等で対応が困難なことも
ございます。
　大規模改修工事は継続中です。今年度は外来を中
心に管理部門などの改修が予定されています。診療
の制限をせざるを得ないこともあります。その都度
ご連絡を差し上げたいと考えております。なお来年
度は病棟を中心に改修を行い、令和5年度半ばに終
了する予定です。皆様のご理解とご協力・ご支援を
お願いいたします。

令和3年度が始まりました
院長　 松本　  潤
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■整形外科

■外科

松岡　彰
まつ おか　　あきら

医長

平成17年卒
【医局】昭和大学医学部  整形外科学講座
【資格】日本整形外科学会専門医、日本脊椎脊髄病学会脊髄
外科指導医、臨床研修指導医
【専門分野】脊椎外科

伊藤　博
い  とう　　 ひろし

医員

平成25年卒
【医局】昭和大学医学部  整形外科学講座
【資格】整形外科専門医
【専門分野】外傷・関節

齊藤　佑樹
さい とう　　  ゆう   き

医員

平成23年卒
【医局】昭和大学医学部  整形外科学講座
【資格】日本整形外科学会専門医、日本体育協会認定スポ
ーツ医
【専門分野】膝・スポーツ整形

織田　福一郎
おり  た　　  ふく いち ろう

医員

平成23年卒
【医局】東京医科歯科大学
【資格】日本外科学会専門医
【専門分野】大腸・肛門疾患

梅林　佑弥
うめばやし　　ゆう   や

医員

平成25年卒
【医局】東京医科歯科大学  消化管外科
【資格】日本外科学会専門医
【専門分野】消化器・一般外科

平野　隆幸
ひら  の　　　たか ゆき

医員

平成22年卒
【医局】日本大学  小児外科
【資格】医学博士、日本外科学会外科専門医、日本小児外科
学会小児外科専門医、日本がん治療認定医機構がん治療
認定医
【専門分野】小児外科、一般外科

■内科

大井　尚子
おお  い　　　なお  こ

医員

平成24年卒
【医局】東京医科歯科大学  消化器内科
【資格】消化器病専門医、肝臓専門医
【専門分野】消化器内科一般

■新生児科

小野塚　友里
お    の  づか　　　ゆ　 り

医員

平成23年卒
【資格】小児科専門医、周産期専門医（新生児）
【専門分野】新生児・未熟児、小児科一般

平成30年卒
【医局】日本大学小児科
【資格】American Heart Association PALSプロバイダー、
日本周産期・新生児医学会認定NCPRプロバイダー
【専門分野】小児科一般

四宮田　悠
し   ぐ   た　　  ゆう

医員

■リウマチ膠原病科

花岡　成典
はな おか　　  まさ のり

医員

平成15年卒
【医局】東京女子医科大学膠原病リウマチ内科
【資格】リウマチ専門医・指導医
【専門分野】リウマチ性疾患全般

■脳神経外科

小笠原　大介
お   がさ わら　　  だい すけ

医員

平成24年卒
【医局】東京医科大学  脳神経外科
【資格】脳神経外科専門医
【専門分野】脳神経外科全般、脳血管障害

須長　正貴
す  なが　　  まさ  き

医員

平成26年卒
【医局】東京医科大学  脳神経外科
【資格】日本脳神経外科学会専門医
【専門分野】脳神経外科一般、脳卒中の外科

新任医師のご紹介新任医師のご紹介 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。



非常勤職員（月12日以上）

まつ い　　 ゆう き

内　科　　 松井　裕樹

た がわ    ひろつね

内　科　　 田川　裕恒

たけうち　  さわ こ

産婦人科　 竹内　沢子

よねざわ    え  り  な

内　科　　 米澤  江里菜

は  せ がわ　もも こ

産婦人科　 長谷川  桃子

もとはし　 しょうへい

外　科　　 本橋　翔平

たけうち　 ゆう た

外　科　　 竹内　優太

あら い　　 み  え

小児科　　 新井　美絵
なかむら     ち ひろ

新生児科　 中村　千紘

とみどころ  ゆ  か

小児科　　 富所　由佳

ひら お　  まさのぶ

平尾　昌之

あま の　　たか し

整形外科　 天野　貴司

き   ど　　 たいしん

産婦人科　 木戸　太晨
は せ がわ    れ  な

産婦人科　 長谷川  伶奈
や ぎ さわ　じゅんこ

口腔科　　 八木澤  潤子
わたなべ      み  き

口腔科　　 渡邉　美貴
やま だ　　 ち  か

山田　千翔
診　　療
放射線科

ふるいけ  たかし

古池　崇
診　　療
放射線科

きん　   ゆ  み

金　祐三
なかがわ　 ゆう か

中川　裕香
あおやぎ　  さ おり

青栁　早織
なん ぽ　　はや と

南保　隼人

やまもと　 しん の すけ

山本　真之介
た  め かい　　み  え

田米開　美恵
かみたに　  ま   お

上谷　真生

おお き　　たかゆき

大木　孝之

かわさき　 たつひと

川﨑　達人
は  せ がわ　　か  な

長谷川　佳那
はまじま　 まさ き

濱嶋　政樹
かめやま

亀山　まどか
あい だ　  ゆうすけ

会田　祐介

ジュニア1年次

ジュニア2年次

シニア1年次

シニア2年次

シニア3年次

シニア4年次

しおざき  な   つ   こ

内　科　塩崎 奈津子
おお  す  が　 み   ほ

内　科　大須賀 美帆
はやし　 ゆう か

林　佑香
おおたに　 はな

小児科　大谷　花

かる べ　　 り  か

内　科　軽部　莉佳
たけがわ　　な つみ

小児科　竹川　菜摘
やす だ　　 ま   き

小児科　安田　真希
つぎまつ　　か  よ

産婦人科　継松　方良

シニア・ジュニアレジデント

あさ い      ゆうすけ

内　科　浅井　佑介
すず き      じゅ  り

内　科　鈴木　樹里
い  たき   りょう

小児科　井瀧　亮
やたがい   みなみ

小児科　八谷　陽

や  ぎ  た   じゅんこ

内　科　八木田 純子
にしなか    だいすけ

産婦人科　西中　大祐

おおしま     み  お

小児科　大島　美音
か とう      ゆい こ

産婦人科　加藤　結子
いながき      ま  い

産婦人科　稲垣　麻衣

お がわ      ゆ   み

小児科　尾川　裕美
い むら      さと か

内　科　井村　里佳
そ   が       さ   ら

内　科　曾我　早良
いり た     いずみ

入田　泉
リウマチ
膠原病科

なべしま　   ゆき よ

小児科　鍋島　幸世

■形成外科

今井　翔一
いま  い　　  しょう いち

医員

平成29年年卒
【医局】東京大学

■泌尿器科

田宮　嵩士
た  みや　　 たか  し

医員

平成27年卒
【医局】東京医科歯科大学  腎泌尿器外科
【専門分野】尿路結石、泌尿器悪性腫瘍

■産婦人科

櫻井　香織
さくら い　　　  か  おり

医員

平成23年卒
【医局】東京医科歯科大学
【資格】産婦人科専門医
【専門分野】産婦人科一般

■耳鼻咽喉科

長谷部　夏希
は   せ   べ　　　なつ  き

医員

平成24年卒
【医局】慶應義塾大学  耳鼻咽喉科学教室
【資格】日本耳鼻咽喉科学会、耳鼻咽喉科専門医
【専門分野】耳科・聴覚

平成16年卒
【資格】麻酔科専門医
【専門分野】麻酔科一般

■麻酔科

伊藤　祥子
い  とう　　  さち  こ

医員

非常勤・レジデントのご紹介非常勤・レジデントのご紹介

内　科　川本　健二
かわもと    けん じ ひろ た　　 ひろ し

内　科　広田　裕史

リ ハ ビ リ
テーション科

なが た      ま  ゆ

永田　真夕
リウマチ
膠原病科

とちはら

栃原　まり
リウマチ
膠原病科

リウマチ
膠原病科



令和３年度登録第７号

お世話になりましたお世話になりました

　　　　　玉本　文彦　　内　　科　安東　敬大　　内　　科　伊藤　洋平　  新生児科　片山　大地
新生児科　徳永　　航　　外科医長　後藤　博志　　外　　科　石橋　直弥　  外　　科　佐々木　恵
外　　科　冨井　知春　　整形外科　草野　俊樹　　整形外科　中島　大介 　 整形外科　依藤　麻紀子
　　　　　栃原　まり　　脳神経外科　菊田　　朗　　脳神経外科　福原　宏和 　 形成外科　太田　有紀
泌尿器科　小林　正貴　　産婦人科　福岡　真弓　　耳鼻咽喉科　小島　敬史

リウマチ
膠原病科

放射線科
部　　長

令和３年３月31日付 退職

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。

患者支援センター 医療連携担当

03（3941）7890　緊急診療依頼直通電話
（Dr to Dr）

〈糖尿病基礎講習〉
＊水曜日
  7/14 　7/28 　8/11 　8/25　 9/8　 9/29
  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（7/15　7/28　8/12　8/26　9/9　9/30）  
　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（7/16　7/30　8/13　8/27　9/10　10/1） 
　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
  ※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（令和３年7月～9月）糖尿病基礎講習・糖尿病教室のご案内（令和３年7月～9月）
　通院中の糖尿病患者さんを対象に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

　　

第289回 医療連携医科研修会　2021年7月8日（木）　午後7時30分～午後9時00分
「痛みと漢方治療」
 麻酔科　小林　みどり／小柳　哲男

〇開催方法は感染状況に応じて、現地開催、web開催、現地とwebの併用開催のいずれかとなります。
　開催日近くになりましたらご案内チラシにてご連絡させていただきます。
 

〇参加費用は無料で、事前申込みが必要です。

〇現地開催時は新型コロナウイルス感染症拡大対策として、三密回避に留意して開催します。そのため、人数制限をさせて
いただきます。出席者にはマスクの着用、受付時の手指消毒、体温測定に協力をお願いします。

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
医科研修会

7～9月7～9月
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