
 

 

【採用】 平成２７年５月１日付         【退職】 平成２７年４月３０日付 

   外科       佐藤 裕里          耳鼻咽喉科     近藤 律男 

 

 

 

 

演題 泌尿器と腎不全 

日時 平成 27 年   月    日（木）１９：３０～２１：００ 
会場 多摩北部医療センター ２階大会議室 

講師 多摩北部医療センター 泌尿器科医長 澤﨑 晴武 

申込 当センターの地域医療連携室へご一報ください。 

 

 

 

 

 

 

    日 時 平成 27 年   月    日（金）１４:００～１５:３０（開場 １３:４０受付開始） 

    会 場 東久留米 プラザホール 

    講 師 多摩北部医療センター 院長 上田 哲郎 

    その他 参加費無料 事前申し込み不要 

 

 

    日 時 平成 27 年   月    日（金）１４:００～１５:３０（開場 １３:４０受付開始） 

    会 場 東村山 サンパルネ 

    講 師 多摩北部医療センター 放射線科医長 長谷部 伸 

    その他 参加費無料 事前申し込み不要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

多摩北部医療センター多摩北部医療センター多摩北部医療センター多摩北部医療センター    人事異動人事異動人事異動人事異動    

泌尿器科症例検討会のご案内 

市民公開講座のお知らせ 

心臓を長持ちさせるために心臓を長持ちさせるために心臓を長持ちさせるために心臓を長持ちさせるために    

がん治療と画像診断がん治療と画像診断がん治療と画像診断がん治療と画像診断    放射線医学の役割放射線医学の役割放射線医学の役割放射線医学の役割     

紹介・予約のご案内紹介・予約のご案内紹介・予約のご案内紹介・予約のご案内    

≪ 地域医療連携ニュース「たまほく」に関するお問合せ ≫ 

地域医療連携室 ０４２-３９６-３８１１ 内線２０７３ 

 

代表番号より下記へご連絡願います。（受付時間：月～金曜日 ９時～１７時） 

CT・一般 X 線検査:内線 ２２３６ M R I 検 査 : 内線 ２６００ 

核 医 学 検 査:内線 ２２４０ 放射線治療:内線２０７３・２１６９ 

 

代表番号より内視鏡受付（内線:７４７５）へご連絡願います。 

（受付日時:月・水・金曜日 ９時～１７時） 

代表電話番号代表電話番号代表電話番号代表電話番号::::０４２０４２０４２０４２----３９６３９６３９６３９６----３８１１３８１１３８１１３８１１    

放射線放射線放射線放射線    

内視鏡内視鏡内視鏡内視鏡    

    

予約受付時間:月～金曜日 ９時～１９時・土曜日 ９時～１２時 

※お急ぎや受診予約希望や、受診に関してご相談等の場合は、地域連携室までご連絡ください。 

 （受付時間:月～金曜日 ９時～１７時） 

各種検査予約 

予約センター 
予約専用電話予約専用電話予約専用電話予約専用電話::::０４２０４２０４２０４２----３９６３９６３９６３９６----３１９０・３５１１３１９０・３５１１３１９０・３５１１３１９０・３５１１    

患者さんのご紹介にあたっては「紹介状（診療情報提供書）」と「受診科のご予約」をお願いいたしま

す。また、紹介状には受診科の明記をお願いいたします。初診時に紹介状が無い場合は、選定療養費

として診療代の他に 1,338 円（税込）が加算されます。 

６６６６    １８１８１８１８    

６６６６    １９１９１９１９    

７７７７    ２４２４２４２４    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東村山市医師会は、市内約 80 の医療機関から構成されています。営利目 

的でなく市民のために活動している団体であることを認められ、平成 25 年に 

東京都から公益社団法人に認定されました。医師会員は、外来、入院患者の日 

常診療だけでなく、予防接種、乳幼児健診、特定健診、がん検診、学校医業務、 

介護保険認定審査会、休日準夜応急診療所などに手分けして取り組んでいます。近年は、新たな予防

接種も増え、昨年からは眼科検診がスタートし、来年からは ABC 検診(胃がんリスク検診)も始まり

ます。昼食を食べる時間もなくなるほど忙しい毎日ですが、重症者や診断に苦慮する症例の診療を受

け入れていただける多摩北部医療センターが市内にあるからこそ、私たち会員も日常診療にとりくむ

ことができるのだと感謝しております。互いに顔の見える関係を元にした、スムーズな病診連携、病

病連携を構築できるように交流を深めて行きたいと思います。 

現在、医師会が取り組んでいる大きな課題の一つに、「災害医療体制の構築」があります。大規模

災害が起こった時に、地域の拠点病院 

である多摩北部医療センターと医師会 

がどのように役割分担し、連携して行 

くかは大きな問題であり、模擬訓練等 

を重ねて災害への備えを進めて行く必 

要があります。今後も互いに協力し合 

い、地域住民の健康管理に努めて行き 

たいものです。 

多摩北部医療センター 

76767676    

地域医療連携ニュース 

第   号 

東村山市医師会長よりひとこと東村山市医師会長よりひとこと東村山市医師会長よりひとこと東村山市医師会長よりひとこと
東村山市医師会 

地域医療連携のしくみ（図） 

会長 久保 秀樹 



 

 

 

 

 

初めまして、私は 2015 年 4 月より多摩北部医療センター腎臓内科に赴任いたし 

ました小林克樹（こばやし かつき）と申します。 

平成 4 年に東京医科歯科大学を卒業して、最初は小児科に所属していましたが、現在は成人の腎疾

患診療に従事しております。 

当センターの腎臓内科は、長らく中村佳子先生がお一人で切り盛りされてきましたが、2011 年 4

月から佐藤寛泰先生が加わり、そして今回、私が加わることになりました。まだまだ 3 人の小さな所

帯ではありますが、少しでも診療内容を拡充すべく、日々奮闘しております。 

近年、全身病（多くは糖尿病や動脈硬化症）の部分症として発症してくる、慢性腎臓病(CKD)の患

者さんが急増しています。CKD は初期にはほとんど無症状なので放置されがちですが、適切な対応

を取らないと末期腎臓病に至って腎代替療法（血液透析療法等）が必要になったり、心血管病（心筋

梗塞等）を引き起こしたりします。しかし逆に、血圧や血糖などの管理によって進行をかなり抑制す

ることが可能であることも分かっており、日本慢性腎臓病対策協議会(J-CKDI)などが中心になって、

啓発活動を展開しています。当科はこれまで以上に地域の先生方との連絡を密にし、慢性腎臓病患者

さんの生活の質の向上に少しでも寄与していきたいと考えております。どうぞ、よろしくお願いいた

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新人看護師は集合研修を終えて各職場に配属され、引き続き 6 月までグローアップ研修が続きます。

経験採用者は既に配属された職場でこれまでの経験を活かし活躍しています。 

当院は地域医療支援病院として地域の医療機関や地域住民の皆様と共に協力し合い良好な関係を

築いていくことが肝要です。その点では新人看護師は地域の財産ともいえます。急性期から慢性期、

小児から高齢者まであらゆる場面での看護実践力を身につけていくよう一緒に頑張ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

新規採用の新人看護師 32 名・経験者採用 4 名 研修風景 

新人看護師紹介新人看護師紹介新人看護師紹介新人看護師紹介

腎臓内科腎臓内科腎臓内科腎臓内科新医長就任挨拶新医長就任挨拶新医長就任挨拶新医長就任挨拶
腎臓内科 医長 小林克樹 

透析室（4 床） 透析従事職員 穿刺 

 

 

 

 

当院は病床規模に対し血液内科のスタッフ、病床数が充実している 

のが特徴です。血液内科指導医 4 人と週 5 日の非常勤医員１人、 

外来非常勤医師 1 人の 6 人で、外来を毎日午前中（一部午後）に 

行っており、先生方からの急な患者さんや救急の患者さんを受け入 

れる救急・連携当番医を毎日配置しています。病床数もクリーンルーム 3 床、クリーンベット 5 床

を含む 34 床で、病院の 10%強の病床を占めています。外来では貧血や血球異常、リンパ節腫脹か

ら白血病まで様々な疾患を診させていただいており、外来での輸血や抗癌剤治療も多く行っています。

入院では 2015 年度の急性白血病の新規入院患者は約 30 例、悪性リンパ腫約 50 例、多発性骨髄

腫約 20 例と多くの造血器腫瘍の患者さんを診療しています。 

また当院は多職種のチームで面倒みよく患者さんの診療をしているのも特徴です。外来では輸血担

当看護師や通院治療室看護師と、病棟では看護師、病棟薬剤師、病棟担当ソーシャルワーカー、必要

時は栄養士、感染症専門医、緩和ケアチームなどと、患者さんの病状、心理面、社会的側面など多方

面から心を込めて治療をさせていただいています。 

血液疾患は稀と思われると思いますが、例えば日本の白血病発生率は年々増加傾向にあり人口 10

万人当たり 6.3 人（2009 年）、年齢とともに増加し 70 歳代では人口 10 万人当たり約 34 人、80

歳代では約 64 人と稀な病気というほどではなくなっており、青年層では白血病はもっとも多いがん

です。地域で発生する血液疾患を日本の標準的治療で診療していきたいと考えています。もしかして

血液の病気かも、と少しでも気になる症例がありましたら、お気軽に血液内科外来にご紹介ください。

また当日の診察をご希望の場合には地域医療連携室にご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最近、厚生労働省の方の講演で、地域医療構想と病院についてお話を伺いました。 

一昔前の「医療計画」の時代は病床規制の色合いが濃かったが、今回開始される「医療 

構想」は各病院に経営判断を促すもので、厚労省は経営判断の助けとなる情報を提供することが役割

とのこと。経営判断が医療需要のみに基づいて行われれば、地域の「要望」と合致しない可能性が出

てきます。「たまほく」は公的な性格の病院であり、医療で地域を支えることを目標としています。

医療需要のみにとらわれることなく、地域の先生方との連携を大事にした病院運営に今後とも努めな

ければと思いました。  

 急性骨髄性白血病 

血液内科医師（一列目左から 堤、秋山、

二列目左から 澁澤、本村、日台） 

血液内科のご案内血液内科のご案内血液内科のご案内血液内科のご案内

＜外来・救急・連携当番表＞ 

地域医療連携室長より地域医療連携室長より地域医療連携室長より地域医療連携室長より
耳鼻咽喉科 副院長 阿部和也 

月 火 水 木 金

午前 本村 秋山・堤 堤 日台 村井・澁澤

午後 本村

当番医 当番医 当番医 当番医 当番医救急・連携当番医

外来


