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　令和2年度より、高木前院長の後を受け、第11代院
長に就任いたしました。当院が地域に求められる、高
機能病院としての使命を果たすべく、保健・医療・福祉
のすべての分野において社会に貢献していくことを大
きな目標としてまいります。
　当院では“病院力”の向上を目指しております。“病院
力”とは、病院の総合的な力を意味しており、医療の質
やホスピタリティー、地域への発信など様々な場面で
発揮されるものと考えております。当院は総合力・チー
ム力・機動力を強化してこの“病院力”を高めることで、
患者さんには満足度の高い医療を提供し、医療機関の
皆様とは共により良い医療を追求し、地域の皆様方に
は安心して住んでいただけるような健康な街づくりへ
取り組んでいきたいと考えております。

● 救急診療・外科系領域・がん診療
　当院は本年度の方針として、救急診療・外科系領域・
がん診療を重点強化分野に定めました。救急診療につ
いては人員を増やし、また集中治療科を新設いたしま
した。外科系診療科は人員増員をめざし、さらなる体
制の強化を図っております。がん診療においては、肺
がんセンターの設立や、放射線治療の充実などに取り
組んでおります。

● 医療連携のさらなる強化
　現在、地域医療構想における機能分化が進められて
おります。当院は「高度急性期病床」と「急性期病床」を
中心に急性期の医療を担っておりますが、当院での治
療後は、かかりつけ医療機関・リハビリ病院や在宅療養
支援病院をはじめとした、次の治療のステップにスムー
ズにつなぐことを大切にしております。この地域で暮ら
す方が安心して医療を受けられるように、病病・病診・
病介連携をさらに強化していきたいと考えております。

● 災害拠点病院としての取り組み
　当院は東京都から「地域医療支援病院」、「救命救急セ
ンター」、「がん診療連携拠点病院」、「災害拠点病院」の
指定を受けております。特に近年大規模災害は毎年の
ように発生しており、災害は「起こるかもしれない」で
はなく、「起こる」ものとして備えることが重要となって
おります。昨年、港区の医療機関合同での大規模訓練
が行われたように、災害時には地域を挙げての協力が
必要です。
　現在、各医療機関は新型コロナウイルス感染症の対
応を求められていますが、当院も感染症予防対策を整
えると同時に、当院が担うべき地域医療と救急医療を
支えるために尽力しております。引き続きのご理解とご
協力をお願い申し上げます。

● 3つの約束
　我々は大正4年の創立時より、分け隔てなくあらゆる
人々に医療・福祉の手を差し伸べるという「済生の精神」
を受け継ぎながら、日々仕事をしてきました。そしてこ
れからも変わらず、必要とされるすべての人々に対し医
療を行い、支えていく病院として努力し続けていきます。
　私たちが掲げた「３つの約束」は、患者さんや家族の
皆さまにとり、あたたかい病院でありたいと願い、どの
ようなお困りごとにも最良の医療でお応えしていきた
いという決意です。今後も社会の求めに応えられる高
機能病院として病院力を高め、社会に貢献することを
使命として邁進してまいります。

3つの約束

私たちは約束します
「治し支える医療のために」

― 治しながら次のことを考えます
― あなたの「いいね」を大切にします
― 地域のきずなをより深めます
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【経歴】 1986年慶應義塾大学卒業
【資格】 日本皮膚科学会認定　皮膚科専門医

【趣味】 テニス　読書

【座右の銘】 �不逆流生（15代目�片岡仁左衛門の自作の言葉です。
「流れに逆らわず、流れを活かして生きる」）

【休日の過ごし方】 家でリフレッシュする

院長

「新院長就任挨拶」
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総合診療・感染症内科
　医員　伊藤 航人（イトウ�カズト)
総合診療内科
　専修医　石塚 隆浩（イシツカ�タカヒロ )
　専修医　岩本 創哉（イワモト�ソウヤ )
　専修医　大平 麻貴（オオヒラ�マキ )
　専修医　緒方 暁彦（オガタ�アキヒコ )
　専修医　韓 可（カン�カ )
　専修医　澤原 夢（サワハラ�ユメ)
　専修医　下濱 祥（シモハマ�ショウ )
　専修医　相馬 友美（ソウマ�トモミ)
　専修医　西岡 謙（ニシオカ�ケン )
　専修医　松垣 道博（マツガキ�ミチヒロ )
　専修医　渡邉 沙耶香（ワタナベ�サヤカ)
脳神経内科
　医員　馬島 恭子（マシマ�キョウコ )
呼吸器内科
　医員　臼井 優介（ウスイ�ユウスケ )
　医員　桐田 圭輔（キリタ�ケイスケ )
糖尿病・内分泌内科
　医員　茂木 源治（モギ�モトハル )
腎臓内科
　医員　田村 郁恵（タムラ�イクエ )
一般・消化器外科
　医員　竹内 優志（タケウチ�マサシ )
　専修医　保坂 浩加（ホサカ�ヒロカ )
　専修医　栁下 陽香（ヤギシタ�ハルカ )
呼吸器外科
　医員　大村 征司（オオムラ�セイジ)
脳神経外科
　医員　森本 佑紀奈（モリモト�ユキナ )
形成外科
　医員　西紋 まり（ニシモン�マリ)

　専修医　洪 嵩典（コウ�タカノリ)
整形外科
　部長　今林 英明（イマバヤシ�ヒデアキ)
　副医長　勝山 詠理（カツヤマ�エリ)
　専修医　田中 龍太郎（タナカ�リュウタロウ)
　専修医　丹羽 隆文（ニワ�タカフミ)
　専修医　前田 隆浩（マエダ�タカヒロ )
泌尿器科
　専修医　神澤 健（カミサワ�ケン )
産婦人科
　医員　片倉 慧美（カタクラ�サトミ)
耳鼻咽喉科
　専修医　鳥居 与作（トリイ�ヨサク)
皮膚科
　医員　江上 将平（エガミ�ショウヘイ)
救急診療科
　医員　庄司 高裕（ショウジ�タカヒロ )
　医員　須田 秀太郎（スダ�シュウタロウ )
　専修医　小澤 凱（オザワ�カイ)
　専修医　橋野 伸（ハシノ�シン )
集中治療科
　医員　有馬 史人（アリマ�フミヒト)
心療科
　専修医　桑原 優仁（クワハラ�ユニ )
放射線治療科
　部長　内田 伸恵（ウチダ�ノブエ )
　医員　竹中 浩二（タケナカ�コウジ)
放射線科
　専修医　岩澤 沙友里（イワサワ�サユリ)
健康デザインセンター
　センター長　白波瀬 丈一郎
　　　　　　 （シラハセ�ジョウイチロウ )

新採用医師

研修会・勉強会・カンファレンス開催のお知らせ

※ 7 月は休会

超音波症例カンファレンス
開催日 第292回　2020年6月19日（金）／第29３回　2020年7月17日（金）

時 間 18:45～20:00 場 所 当院　北棟7階　第1会議室

超音波VTRカンファレンス

開催日 2020年6月26日（金）

時 間 19:00～21:00

場 所 当院　北棟7階
第1会議室

画像診断の会
開催日 第350回　2020年7月20日（月）

時　間 19:00～ 場　所 当院　北棟7階　第1会議室

内 容

①持ち込みレントゲン画像、エコー画像、心電図検討解説
②胸部単純X線写真を診る（肺癌症例を中心に）
 ※疑問・質問のあるレントゲン写真・心電図・超音波画像などをお持ちください。
 　また、日本医師会生涯教育制度の単位が取得できます。

※ 上記の日程は、国内の新型コロナウイルス
感染症拡大状況により変更の可能性がご
ざいます。変更になった場合は病院ホーム
ページにてお知らせいたします。

お知らせ
　新型コロナウイルス感染の拡大が
大きな社会問題となっており、それに
伴い医療機関への支援の輪が広がっ
てきています。
　当院においても多くの企業や個人
の皆さまから、マスクや防護服等感
染予防に使用する物品のご寄付を多
数頂いております。本来であれば個
別に御礼を申し上げるところですが、
取り急ぎこの場をお借りして御礼申し
上げます。ご寄付頂いた物品は医療
現場にて有効に活用させて頂いてお
ります。

【平日】 8：30～19：00
【土】 8：30～1２：３0

患者支援センター
地域連携室まで

つながらない場合は
TEL. 03-3451-8211（代表）

内線：5163または5164 または5165
におかけください。

※各科外来（一部除く）と、検査（MRI、CT、RI、マンモグラ
フィ、注腸、心エコー、運動負荷心電図、腹部エコー、ドプ
ラ、上下部内視鏡等）のご予約などをお受けしています。

TEL.03-3451-6132
FAX.03-5232-0260


