
 

 

 

 

   演題 新体制の 2 年間をふりかえって～下肢疾患を中心に～ 

日時 平成 28 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 

   演者 多摩北部医療センター 整形外科医長 朱 寧進 

   申込 当センターの地域医療連携室へご一報ください。 

 

 

 

 

   演題 前立腺癌～最新の診断治療の知見と多摩北部医療センターの診療実績～ 

日時 平成 28 年  月    日(金)14:00～15:30 

会場 東村山サンパルネ 2 階 コンベンションホール 

演者 多摩北部医療センター 泌尿器科医長 澤﨑 晴武 

申込 参加費無料。申込不要。 

 

≪≪≪≪CCCC＠＠＠＠RNARNARNARNA システムのシステムのシステムのシステムの WindowsXPWindowsXPWindowsXPWindowsXP 端末更新依頼について端末更新依頼について端末更新依頼について端末更新依頼について≫≫≫≫    

貴施設で WindowsXP 端末にて C@RNA システムをご利用の場合は、平成 28 年 7 月以降

WindowsXP 端末で使用ができなくなります。WindowsVista 以降の O/S を搭載した端末への更新

をお願いいたします。 

本件に対するお問い合わせは、以下へご連絡いただきますようお願いいたします。 

【お問い合わせ先】 

 富士フイルムソフトウェア株式会社 C@RNA Connect お客様窓口 

 電話番号：045-476-8920 営業時間：月～金曜日の 9:00～18:00（祝日・年末年始を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市民公開講座について 

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） 

 

 

 

 

 

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、地域医療連携室までご連絡ください。 

 （受付時間：月～金曜日 9 時～17 時） 

各種検査予約各種検査予約各種検査予約各種検査予約    

予約センター予約センター予約センター予約センター    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----3190319031903190・・・・3511351135113511    

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、診療費の他に

選定療養費として 1,338 円（税込）が加算されます。 

5555    27272727    

核 医 学 検 査：内線 2140 放 射 線 治 療：内線 2073・2169 
CT・ 一 般 X 線 検 査：内線 2236 M R I 検 査：内線 2600 

整形外科症例検討会について 

5555    19191919    

予約センター又は地域医療連携室へご連絡の上、「内視鏡外来」のご予約をお

願いいたします。なお、内視鏡外来は、紹介予約制とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年 4 月 1 日付けで、阿部副院長の後任として外科系副院長を拝

命しました松本 潤(まつもと じゅん)と申します。某若手有名タレント

と同姓同名で、すぐに覚えていただけると思います。地域医療連携や救急診療を担当しますので、地

域の先生方とお話しする機会も多くなります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 私は 1982 年千葉大学の卒業です。同第 1 外科(現臓器制御外科)に入局後、23 年間都立府中病院

(現都立多摩総合医療センター)外科に勤務し、2013 年 4 月からは新宿歌舞伎町にある東京都保健医

療公社大久保病院の副院長をしておりました。専門は消化器外科(内視鏡外科)です。日本外科学会・

日本消化器病学会の専門医・指導医であり、日本内視鏡外科学会の技術認定医でもあります。当セン

ターでも外来を中心に手術など診療も行う予定でおります。消化器外科全般を診療いたしますが、特

に大腸疾患や胆石症•鼠径ヘルニアなどの患者さん、また手術創を気にする患者さんがおりましたら

ご紹介をお願いいたします。 

 多摩北部医療センターの重点医療はがん医療、救急医療(二次救急医療)、小児医療です。特にがん

医療は私の専門分野でもあり、手術や化学療法だけではなく緩和医療やがん病診連携の整備・充実に

力を注ぎたいと思っております。またそれ以外の疾患でも、近隣の先生方の診療のご依頼にしっかり

とお答えすることが当院の責務と考えます。当院の救急•外来など診療に関し、対応に疑問を感じる

ようなことがあればどうぞお申し付けください。可能な限り善処させて頂きます。どうかご指導ご鞭

撻のほどよろしくお願い申し上げます。 

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    
88887777    地域医療連携ニュース地域医療連携ニュース地域医療連携ニュース地域医療連携ニュース    第第第第            号号号号    

地域医療連携室長の地域医療連携室長の地域医療連携室長の地域医療連携室長の

副院長 松本 潤 

平成平成平成平成 28282828 年年年年 5555 月月月月    

就任挨拶について就任挨拶について就任挨拶について就任挨拶について

【プロフィール】 

 氏 名：松本 潤(まつもと じゅん) 

出身大学：千葉大学 昭和 57 年卒業 

専門分野：消化器外科(特に大腸外科・内視鏡外科・がん化学療法) 



 

 

 

 

 

 

多摩北部医療センターは、地域の急性期医療やがん医療により一層貢献するこ

とを目的に内視鏡室の全面改装を行い、新たに内視鏡センターとして運用を開始いたしま

した。地域の先生方には工事期間中ご不便をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。 

新しい内視鏡センターは検査室を 2 室から 3 室に増設し、各検査室のスペースも十分に確保いた

しました。これにより通常の上下部消化管内視鏡検査と並行して、超音波内視鏡下穿刺吸引生検法 

(EUS-FNA)や、内視鏡的粘膜下層剥離術 (ESD) といった特殊検査や治療を行うことが可能となり、

ご紹介患者さまの待ち期間短縮が期待できます。また消化管出血に対する内視鏡的止血術など緊急を

要する治療にも迅速に対応可能な環境が整いました。さらに内視鏡センターでは患者さまのプライバ

シーやアメニティーを重視した設計とし、車椅子の患者さまにも安心してご利用いただけるバリアフ

リー構造の採用や、トイレにも清潔で十分なスペースを確保しました。洗浄室を検査室と独立して配

置することで、安全面にも配慮いたしました。 

多摩北部医療センターは日本消化器内視鏡学会の指導施設に認定されており、次代を担う消化器内

視鏡専門医や内視鏡技師の育成にも取り組んで参ります。内視鏡センターに携わる全てのスタッフが

一丸となって、地域の急性期医療やがん医療に貢献すべく努力して参りますので、今後とも患者さま

のご紹介をよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

内視鏡センターの内視鏡センターの内視鏡センターの内視鏡センターのご案内ご案内ご案内ご案内
消化器内科 部長 柴田 喜明 

図 1：内視鏡室内 

図 2：リクライニングチェアー 

図 3：新設トイレ 

図 4：内視鏡センター受付 

図 1 図 2 

図 4 

図 3 

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

午前 玉置 柴田 佐野 柴田

午後 永井 宮本・星川 四宮

専門外来(午後) 膵臓病外来 内視鏡外来

《消化器内科外来》

(平成28年4月現在)

 

 

 

 

 

 

 

この度、平成 28 年 4 月 1 日付で看護部長に就任いたしました佐野で

ございます。地域医療機関の皆様には日頃より当院の医療連携にご理解ご協力をいただき、ありがと

うございます。 

私の前任地である文京区の都立駒込病院の近くには、枝垂桜で有名な六義園がありますが、この「た

まほく」の地の見事な満開の桜のもとでは霞んでしまいそうです。そのような中、当院は新人看護師

26 名を迎えました。「たまほく」の掲げる、地域住民の皆様への質の高い医療の提供、患者さん・家

族の立場に立った患者中心の温かい医療の提供ができるよう職員の育成に努めてまいります。 

また、平成 28 年度診療報酬改定では「地域包括ケアシステム」のより一層の推進と「病床機能の

分化・連携」が打ち出されました。入院当初から退院後の患者さんの生活を視点に入れた看護の提供

を行うため、今後さらに地域医療機関の皆様と顔の見える連携に力を入れてまいりたいと考えており

ます。さらに当院には 8 分野 8 名の認定看護師が講師となる学習会を開催しています。 

今年度も地域医療連携室を通じてご案内申し上げますので、地域を支える看護師の皆様と共に勉強

してまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

看護部長 佐野 廣子 

看護部長看護部長看護部長看護部長の就任挨拶についての就任挨拶についての就任挨拶についての就任挨拶について

新任医師紹介について新任医師紹介について新任医師紹介について新任医師紹介について
役職 名前 所属 得意(専門)な分野・手技等

副院長 松本　潤
マツモト　ジュン

外科 消化器外科(特に大腸外科・内視鏡外科・がん化学療法)

金　児盛
キム　アソン

循環器内科 循環器内科

三宅　喜順
ミヤケ　ヨシユキ

循環器内科 循環器内科(カテーテルインターベンション)

宮本　真由子※1
ミヤモト　マユコ※1

消化器内科 消化器内科一般、消化管EMR・ESD、胆膵EUS、EUS-FNA

星川　吉正
ホシカワ　ヨシマサ

消化器内科 消化器内科

福本　幹仁※1
フクモト　ミキト※1

神経内科 神経内科一般

島田　綾
シマダ　アヤ

小児科 小児内分泌(低身長、甲状腺疾患、肥満など)

河合　陽介
カワイ　ヨウスケ

外科 消化器外科、内視鏡

鈴木　聡
スズキ　ソウ

整形外科 一般外傷

前川　唯
マエカワ　ユイ

整形外科 整形外科

医員

※2常勤医師のみ掲載

※1シニアレジデントから常勤医師へ


