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　先生方には、日頃より医療連携にご協力いただき

どうもありがとうございます。

　新型コロナで明け暮れた令和2,3年度でした。当

院は都立病院として新型コロナに率先して対応し、

役割を果たしてきましたが、一方では医療連携の取

り組みが十分に果たせず、一時期は入院を制限する

こともあり、地域の要請に十分お答えできなかった

事をお詫び申し上げます。

　4月から新たな年度となります。令和4年度も新

型コロナの勢いは予測不能ですが、確実なことは大

規模改修工事による一般病床縮小（5月から）と7月

の独立行政法人化です。病床縮小では周産期、小児

以外の病床運営は厳しくなりますが、完成後はきれ

いで明るく、入院環境も改善され、患者さんの満足

度も向上すると期待しています。

　独法化後も大塚病院は、周産期医療、小児医療、

児童精神科医療、救急医療（二次・脳卒中）等を重

点医療とし、未知の感染症や先々の新たな医療課題

に対しても新法人が運営する新たな都立病院として

尽力していきます。

　また計画の骨子には、東京都地域医療構想の実現

に向け、地元医療機関との

役割分担の下、地域医療の

充実に貢献していくことが

示されています。その一つとして現在の患者支援

センターを「患者・地域サポートセンター」に再構

築し「患者支援」、「入退院支援」、「地域連携・在宅

療養支援」業務を推進する予定です。患者さんや家

族の様々な不安を解消するため、多様なニーズに応

じた相談支援体制を充実し、退院後も安心して地域

で療養できるよう、外来受診時から退院後も見据え

た一貫した支援を図ります。さらに診療情報の共有

化や、医療連携・地域連携の強化により在宅療養を

推進し、地域包括ケアシステムの構築に貢献してい

きます。

　独法化のメリットを活かし、地域の医療機関を支

援し、地域医療を支える人材育成を行うなど、これ

まで以上に地域との連携を密にしていきたいと思っ

ています。そのためには先生方のご理解とご協力が

必要です。令和4年度はそのスタートとなります。

新しく変わっていく大塚病院をこれからもどうぞ

宜しくお願いいたします。

令和4年度に向けて 
 副院長（医療連携担当）　三部　順也
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整形外科診療体制

　2021年4月から新体制で診療を行っていま
す。三部副院長はこれまで通り整形外科診療を
継続され、加えて新しく昭和大学整形外科医局
のスタッフが診療に携わっております。臨床の
現場医療を第一に考える昭和大学の出身で固め
ており、外来、救急、手術とすでに多くの治療
に関わっております。2022年4月にはさらに人
員が増員され、これまで以上に連携病院のご期
待にお応えすることができます。

これまでの継続と新しい医療の提供

　これまでの大塚病院の整形外科診療を維持継
続し、今まで行ってきていない手術を提供でき
る体制にあります。具体的には、低侵襲で高い
効果の期待できる脊椎手術と関節温存手術を新
しく始めています。当院ではこれまであまり積
極的には脊椎手術は行われてきておりませんで
したが、新医長の松岡彰が就任して腰痛・下肢
痛で苦しんでおられる患者さんに必要な薬物治
療、そして外科的な介入を行うことができるよ
うになりました。また、関節の痛みがあるもの
の人工関節手術までは考えられない患者さんに
対して自分の関節を温存して痛みを取り除く、
関節鏡を利用した骨切り手術を導入していま
す。痛みの改善だけでなく、良好な可動域も獲
得でき喜ばれております。

２人かかりつけ主治医

　ご紹介いただきました患
者さんを術後も大塚病院で
責任をもって診療させてい
ただいております。今後も
同様に継続させていただき
ますが、せっかくご紹介い
ただきました患者ですので、地域のクリニック
の先生方のもとで包帯交換やリハビリ・投薬継
続など保存的な治療を当院と合わせて「２人か
かりつけ主治医制」として診療させていただけ
るような体制を積極的に考えております、ご協
力をお願い申し上げます。

一般外来
　毎日午前２診制。
　初診の枠が用意されておりますが、外傷など空き予約まで待てない場合は、医療連携までご連絡ください。

特殊専門外来
　・関節疾患治療センター（月木午前）　担当：三部順也
　・膝と足の専門診（第１、３木曜午後）　担当：豊島洋一、齊藤佑樹　　
　・脊椎脊髄病診（第２、４火曜午後）　担当：松岡彰、伊藤博

左から、伊藤医師、松岡医長、三部副院長、豊島医長、
齊藤医師

整形外科医長

豊島　洋一

新体制のご案内
整形外科



　皆様方におかれましては、新型コロナ感染症
に翻弄されながらも年度末の多忙な時期をお過
ごしの事と思います。　　　　　　　　　　　

　さて私儀　
　3月末を持ちまして定年退職を迎えます。大
塚病院の常勤として30年、非常勤時代を含め
ると33年が過ぎようとしていますが、先生方
から紹介された患者様と関わりながら、人生の
半分を過ごせた事をとても幸せであったと思っ
ております。あっという間の33年でしたが、
地域の先生方には大切な患者様をご紹介して戴
きまして本当に有難うございました。
　思い返せば、大学医局に籍を置いて研究を継
続しながら開業歯科でのアルバイト生活を続け
ている時、恩師の髙野伸夫先生から「もう一度、
口腔外科をやってみないか」と声を掛けて戴き、
二つ返事で当科に非常勤として着任したのが
1989年4月でした。その後、嘱託として在籍さ
れた東京歯科大学の高橋名誉教授と髙野先生か
ら、手取り足取り手術の基本を教わることがで
きたのは人生においてこの上もない幸運でした。
このまま口腔外科を続けるか、田舎で開業しよ
うか迷っていた時、下顎骨骨髄炎の少女を担当
したことで病院歯科での口腔外科診療を人生の
生業にしようと決心し、以来30余年が経過しま
した。この間、常に我々の事を応援して下さっ
た地域の先生方には改めて御礼申し上げます。
　2006年、恩師の髙野先生が母校に口腔外科
教授として招聘された後ワンポイントリリーフ
で大畠先生に責をお願いしましたが、2007年4
月から自分が責任科長として当科の運営に携わ
りました。しかし外来・入院ともに実績が2割
程落ち込んだことから周りを見れば、大塚病院
の半径5km圏内に18ヶ所もの口腔外科を標榜
する病院が存在することに気付きました。そし
て同窓の中には「最近、口腔科の評判が悪いよ」

と言ってくれる先生もいらしたことから、どう
すれば先生方のお役に立ち都民の口腔衛生に貢
献できるかを考えました。そこで、まず医員の
質を上げるために専門医の取得を奨励しまし
た。ついで患者さんの親身になって診療する、
さらに電話を戴ければ即日拝見する、これらを
行う事で患者さんの満足度が上れば、先生方の
満足度向上につながると思い実行してきたつも
りです。また、コロナの影響で中止が続いてい
ますが、医療連携講演会後の懇親会を通して先
生方とお近づきになれたことで、先生方との垣
根が低くなった様に思っております。そして気
が付けば、15年が経過しようとしています。
　4月以降、伊藤が後を引き継いでくれますが、
上記の3原則は堅持してくれると思っておりま
す。どうか、今後も大塚病院の口腔科を宜しく
お願いいたします。また懇親会が再開されまし
たら、是非ご出席くださいます様お願いします。
私のような古い人間には、やはり「飲みにケー
ション」が一番お近づきになれる気がします。
なお定時的な外来は持ちませんが、私も非常勤
として手術の手伝いに来る予定です。何かの折
に顔を見られましたら声をお掛けください。
　本当に長い間お世話になりました。有難う
ございました。
　そして、これからも宜しくお願いいたします。

口腔科部長　田中　潤一

口 腔 科

ありがとうございました

口腔科スタッフ一同、今後ともよろしくお願いいたします。口腔科スタッフ一同、今後ともよろしくお願いいたします。
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医療連携研修会のご案内医療連携研修会のご案内

放射線科からのお知らせ
 １.　2022年3月からオンライン予約システム、C@RNA（カルナ）で予約できる検査が増えました。
　　CT、MRI、骨密度、単純写真、パントモ・セファロ、マンモグラフィー、アイソトープ検査（一部検査
　　を除く）がC@RNAで24時間ご予約可能です。
　　C@RNAの導入については医療連携室までお問合せください。

 ２.　2022年4月1日より、フィルムでの出力を終了いたします。画像はデータ（CDR）での出力のみとなり
　　ます。

　　　　　

第292回 医療連携医科研修会　2022年6月9日（木）　午後7時30分～午後9時00分
「医療法改正に伴う検査時の被ばく線量管理と説明同意について」
 診療放射線科 医長　山田　佳菜

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
薬事研修会

医 療 連 携
医科研修会

第82回 医療連携薬事研修会　2022年6月15日（水）　午後7時30分～午後9時00分
「糖尿病とポリファーマシーの問題」 内科（糖尿病） 医長　中村　佳子

医 療 連 携
歯科研修会

第68回 医療連携歯科研修会　2022年5月17日（火）　午後7時30分～午後9時00分
「高齢者の歯科治療」  　 口腔科 医長　伊藤　亜希

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・糖尿病教室のご案内（令和4年4月～6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、ご利用ください。   ※感染状況によっては、中止になる場合もありますので、ご了承ください。 

内科医長  中村  佳子
〈糖尿病基礎講習〉
＊水曜日
  4/20　 5/18　 6/15
  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（4/21　 5/19　 6/16）  
　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（4/22　 5/20　 6/17） 
　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。

5～6月5～6月
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