
106

106

Ohtsuka Hospital Information-no.

東京都立大塚病院  〒170-8476  東京都豊島区南大塚2-8-1 TEL03-3941-3211（代表）
大塚病院ホームページ  https://www.byouin.metro.tokyo.lg.jp/ohtsuka/

2022
5月 106号

　 本年4月1日付で多摩総合医療センターから異動
してまいりました。
　1986年に東京医科歯科大学を卒業後、当時の第
一内科に入局、大学で1年、その後青梅市立総合病
院で2年の研修を終えて再び大学に戻り、糖尿病・
内分泌疾患を専門とするようになりました。1996
年に多摩総合医療センター（当時は府中病院）内科
（糖尿病、内分泌疾患グループ。途中より代謝内分
泌内科として独立）に赴任、以来多摩総合医療セン
ターには府中病院時代も含め26年間在籍し糖尿病・
内分泌疾患の診療にあたってきました。一方で、7年
ほど前に同院での総合内科、救急・総合診療部門の
管理にかかわるようになり、2020年1月からは現在
も続く新型コロナ対策にも関与、同年12月に運用
開始となったコロナ専用病棟の運営にも関わってき
ました。
　上記のように私の本来の専門は糖尿病で、多くの
患者さんの診療に関わってきました。多摩総合医療
センターの内分泌代謝内科は筆頭部長の辻野元祥先
生を中心に糖尿病診療の医療連携体制を強力に推進
し、普段の診療をかかりつけの先生方にお願いしな
がら、半年ごとなどの定期的な通院も並行して行う
循環型医療連携体制を構築しております。当地での
具体的な医療連携体制についてはまだ赴任から日も
浅く十分に理解できておりませんが、いささかなり
ともこれらの経験を活かすことができればと考えて
おります。

　救急に関しては、この2年ほ
どは新型コロナの影響で皆様
からのご要望に十分お応えす
ることができずにご迷惑をおかけしていることと思
います。新型コロナはまだまだ完全収束は見えてき
ませんが、徐々に以前の救急受け入れ体制を取り戻
そうと努力しておりますので、何卒よろしくお願い
申し上げます。
　私が大きく関わってきたもう一つの分野はICT関
係で、多摩総合医療センターでの電子カルテシステ
ムや部門システムの導入、更新、改善などに20年
近く携わってきました。医療連携関係では、各医療
機関の相互の情報交換ができるシステムが各地で少
しずつ試行的に導入されている状況ですが、今後の
医療連携を進める上でも活用が期待され、今後検討
を始めて参りたいと思っております。
　大塚病院は地域との医療連携が重要な柱でありま
す。先日参加した医師会の先生方との臨床研修の地
域研修の打ち合わせでは、地域の先生方が当院の研
修医の地域研修を温かく受け入れていただいている
ことを実感し、大変感激しております。本当にあり
がとうございます。まだまだコロナ禍は先が見えま
せんが、さらに連携を密にして地域医療の推進、発
展に少しでも貢献することにより、皆様のお役に立
てるよう微力ながら尽くす所存であります。
　今後ともどうぞよろしくご支援のほど、よろしく
お願い申し上げます。

就任のご挨拶
副院長　 西田　賢司
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■外科

花田　学
はな  だ　　  まなぶ

医長

平成18年卒
【医局】日本大学医学部小児外科
【資格】小児外科専門医
【専門分野】小児外科一般

鈴木　綾香
すず   き　　　あや  か

医員

平成30年卒
【医局】東京医科歯科大学腎臓内科
【専門分野】腎臓内科一般

■新生児科

佐藤　優希
さ  とう   　  ゆう  き

医員

平成29年卒
【医局】日本大学医学部小児科
【専門分野】小児・新生児一般

■脳神経外科

大貫　浩幸
おお ぬき　　   ひろ ゆき

医員

平成29年卒
【医局】東京医科大学病院  脳神経外科
【専門分野】脳神経外科一般

■小児科

嶋　晃歩
しま　　  あき  ほ

医員

平成29年卒
【医局】慶應義塾大学病院
【資格】アメリカ心臓協会認定PALS/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  内分泌代謝

■内科

西田　賢司
にし  だ　　　 けん   じ

副院長

昭和61年卒
【医局】東京医科歯科大学 第一内科（現 糖尿病代謝内分泌
内科）
【資格】日本内科学会 総合内科専門医・認定医、日本内分泌
学会 代議員 専門医・指導医、日本糖尿病学会 専門医 評議員、
日本医療情報学会 社会医学系専門医・指導医
【専門分野】糖尿病、内分泌疾患全般

★内科全般、救急に関することなどを担当することになり、
今後充実を図ってまいりたいと思っております。お困りの
ことがありましたら、ぜひご相談いただければ幸いです。

溝口　正子
みぞ ぐち　　  まさ   こ

医員

平成25年卒
【医局】東京医科歯科大学消化管外科学分野
【資格】外科専門医、消化器外科専門医、消化器がん外科
治療認定医
【専門分野】消化管外科

原田　正晴
はら  だ　　　 まさ はる

医員

平成28年卒
【専門分野】消化器外科

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。

■形成外科

上野　紫穂
うえ  の　　　  し    ほ

医長

平成15年卒
【医局】東京大学形成外科
【資格】日本形成外科学会形成外科専門医、日本形成外科
学会形成外科指導医、小児形成外科分野指導医、皮膚腫瘍
外科分野指導医、日本乳房オンコプラスティックサージャリー
学会責任医師
【専門分野】形成外科一般

新任医師のご紹介新任医師のご紹介



非常勤職員（月12日以上）

み すみ　  たかゆき

内　科　　 三角　昂之

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

まつ い　　 ゆう き

内　科　　 松井　裕樹

よしざわ　 ま  な  み

外　科　　 吉澤  真成美

い とう　  さ  き  こ

外　科　　 伊藤  早紀子

あら い　　 み  え

小児科　　 新井　美絵

おおしま      み  お

新生児科　 大島　美音

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

こ  が      こう き

整形外科　 古閑　恒輝

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
ほん だ　　ひろ な

口腔科　　 本多　佑名
ど  い　　いっぺい

土居　逸平
診　　療
放射線科

ふるいけ  たかし

古池　崇
診　　療
放射線科

ご とう　　ゆ  り

五嶋　悠梨
おお く  ぼ　   よし み

大久保　芳美
ゆ だて　 とも こ

弓立　智子
き むら　   みずき

木村　允己
こばやし　  ゆ  み

小林　優美

こん の　　たかふみ

今野　貴文
うすい

碓氷　もりの
すず き　　 り  お

鈴木　梨央

かわさき　たつひと

川﨑　達人
しんどう   かおる

産婦人科　新藤　薫
おかざわ    ゆう し

産婦人科　岡沢　優志

あお い  ゆういちろう

内　科　青井 裕一郎
い うら   あ  ゆ  こ

内　科　井浦 亜有子
はまじま　 まさ き

内　科　濱嶋　政樹
そうえん　 さち こ

小児科　宗円　幸子
しま だ　    ま   み

小児科　島田　真美
たかはし　 りく

麻酔科　髙橋　陸

ジュニア1年次

シニア1年次

きん　   ゆ  み

金　祐三
やまもと　 しん の すけ

山本　真之介

かみたに　  ま   お

上谷　真生
なかがわ　 ゆう か

中川　裕香
た  め かい　　み  え

田米開　美恵
あおやぎ　  さ おり

青栁　早織
なん ぽ　　はや と

南保　隼人

ジュニア2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
はやし　   ゆ  か

内　科　林　佑香
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

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
い  たき   りょう

小児科　井瀧　亮

平成8年卒
【医局】東京医科歯科大学病理
【資格】医学博士、死体解剖資格、日本専門医機構認定病理
専門医、日本病理学会研修指導医、日本臨床細胞学会細胞診
専門医、臨床研修指導医養成講座修了
【専門分野】人体病理学、特に外科病理学

■検査課・病理診断科

蕨　雅大
わらび　　まさ ひろ

医長

リ ハ ビ リ
テーション科

とちはら

栃原　まり
リウマチ
膠原病科

ふじさき   ま  ゆ  こ

藤﨑  真由子
リウマチ
膠原病科

小児科
（新生児）

おお  す  が　 み   ほ

内　科　大須賀 美帆

にしなか    だいすけ

産婦人科　西中　大祐

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

■産婦人科

稲垣　麻衣
いな がき　　　ま   い

医員

平成29年卒
【医局】東京医科歯科大学
【専門分野】産科一般

加藤　結子
か  とう　　  ゆい   こ

医員

平成29年卒

非常勤・レジデントのご紹介非常勤・レジデントのご紹介

■泌尿器科

内田　裕將
うち  だ　　  ゆうすけ

医長

平成23年卒
【医局】東京医科歯科大学  腎泌尿器外科学
【資格】泌尿器科専門医
【専門分野】泌尿器科一般
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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。

　　　　　

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
第293回 医療連携医科研修会　2022年7月14日（木）　午後7時30分～午後9時00分
「間質性肺炎・過敏性肺炎」 内科（呼吸器） 部長　藤江　俊秀

医 療 連 携
薬事研修会

医 療 連 携
医科研修会

第83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8時30分
「小児抗痙攣薬の使い方」 小児科 医員　鳥居　健一

お世話になりました
　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴村　俊介　　口腔科部長　田中　潤一　　　 　 　　倉地　　功令和4年3月31日付 退職

　　　　　　　　　　　　副 院 長　忠願寺　義通令和4年3月31日付 転出

　 　 　　早稲田　悠馬   検査科医長　有澤　正義　　内　　科　山崎　香名　　小 児 科　宗永　健志　　
小 児 科　鈴木　麻里　　外　　科　織田　福一郎   脳神経外科　須長　正貴　　産婦人科　萬年山　悠
産婦人科　大岩　加穂子   　　　　　佐々木　舞

形成外科
医　　長

児童精神科
部　　長

泌尿器科
医　　長

診　　療
放射線科

　　

医療連携研修会のご案内医療連携研修会のご案内6～7月6～7月

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
  7/13　 8/17　 9/14
  ※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
　第1回（7/14　 8/18　 9/15）  
　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（7/15　 8/19　 9/16） 
　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。

7月・9月は2階 第 1会議室、8月は5階 小講堂
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