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基本理念 東京医療センターは患者の皆様とともに健康を考える医療を実践します。
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新放射線治療部長挨拶
放射線治療部長　萬　篤憲

　国立東京第二病院時代から彼
これ30年、放射線治療を担当し
ている「よろず」といいます。
昔の木造病棟やシベリア廊下を
ご存じの方にお会いすると心が
ほっこりします。時代と共に病
院の姿が変わりゆく中、私はこ
れまで２万人のがん患者さんや

家族の声を聴いてきました。在宅医療の少なかった時
代には、院内で看取るホスピスケアを手がけ、画像診
断から抗癌剤まで幅広い診療を行っていました。海外
諸事情も見聞してきました。病院や放射線科の役割も
次第に変わり、この数年で高精度な放射線治療に特化
できる設備と人材が整ってきました。機器や技術の目

覚ましい進歩を皆様に還元するため、放射線治療部ス
タッフは専門技師、物理士、看護師を含む専門家チー
ムで形成されています。先進国ではがん患者さんの半
数以上が放射線治療を受けていますが、日本ではその
半分しか恩恵を受けていません。当院では他院他科と
の連携により、多くの方が放射線治療を受けられる数
少ない病院です。薬物療法も発達し、がんになっても
長生きする人が増えました。しかし、がんは治る人ば
かりではなく、他の病にかかることも少なくありませ
ん。長生きする可能性がへると、川のせせらぎや薪の
火をぼーっと眺めていたくなります。再発・転移の苦
痛を少しでも抑え、折れた心を支え合い、大切な時間
を長く感じられるよう、ぼっちの生活や地域医療に放
射線を上手に活かしていきます。

主任診療放射線技師　宮下　慎也
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新病棟診療部長挨拶
病棟診療部長　森岡　秀夫

　令和４年４月より病棟診療部
長を拝命いたしました森岡秀夫
です。前職である慶應義塾大学
医学部整形外科准教授を辞し
て、平成29年４月に国立病院機
構東京医療センターに整形外科
医長として赴任して、早いもの
で５年が経ちました。令和２年

４月から２年間にわたり、国立病院機構関東信越グル
ープ医療担当参事として、関東信越グループに属する
管内32病院に関する、医療安全、感染対策、研修業務
などに従事しましたが、皆様ご存じのように、わが国
のみならず世界全体が新型コロナウイルスの感染拡大
という未曽有の危機に見舞われ、医療担当参事として
の２年間はこの対応に追われました。そして、この感
染拡大は、経済界のみならず我々医療界にも大きな混
乱をもたらし、いまだ収束を得ていないと思っており
ます。この間、国立病院機構は国民の生命を守るため、
新型コロナ患者を積極的に受け入れ、東京医療センタ
ーは全国でトップレベルのコロナ患者の入院診療を行
ってきました。そして、医師、看護師などのスタッフ

は、他の施設にも派遣され、医療支援という形で貢献
してきており、これは現在尚続いています。しかし、
この影響や新型コロナウイルスのさらなる感染拡大に
より、東京医療センターでは救急医療や一般診療の制
限を余儀なくされ、地域の皆様には大変なご迷惑とご
心配をおかけしたことと推察いたします。この場をお
借りしてお詫び申し上げたいと思っております。現在、
東京医療センターは、ウイッズコロナ体制で診療を行
っており、コロナ専用病床を維持しながら、救急医療
やがん診療、その他の一般診療を、残りすべての病床
を活用しながら、全力で行っています。新型コロナウ
イルスの新規感染者数は、本稿作成時点（令和４年５
月）いまだ都内で日々約4000人が発生している状況で
あり、予断を許さない状況です。このような状況のな
か、看護部を中心とした病床管理が綿密に行われ、高
度急性期病院としての役割を果たすべく病床の効率的
運営を行っています。当院が地域の皆様の健康を守る
役割を果たくべく、わが国の社会情勢や新型コロナウ
イルスの感染状況を見据えながら、様々な取り組みを
行っていく所存であります。今後とも、どうぞよろし
くお願い申し上げます。

新教育研修部長挨拶
教育研修部長　小山田　吉孝

　呼吸器内科科長の 小山田 吉
孝 です。2005年７月に呼吸器
科医長として当院に赴任して、
はや17年になります。この間、
がん診療支援室長として、地域
がん診療連携拠点病院（高度型）
の指定や緩和ケアセンターの設
立、がんゲノム外来の開設に関

わってまいりましたが、前任者の退任にともない、本
年４月から教育研修部長を務めることになりました。
おもに初期研修医の教育・指導を担当いたします。ど
うぞよろしくお願いいたします。
　どの業種でもそうだと思いますが、医療においても、
質の高いサービスの提供と、経験の浅い職員の教育の
両立は難しい課題です。ひと昔前は、on-the-job training

（OJT：現任訓練）に時間をかけることで、この課題
に対応していましたが、働き方改革が明示され、OJT
に実質的な時間制限が加わった現状においては、より
効率的な教育・研修の方策が求められます。大変難し
い任務ですが、慣例にとらわれない柔軟な発想で課題
を克服し、地域の皆様の信頼に足る医師を一人でも多
く育てたいと思っています。
　最後に皆様にお願いがあります。初期研修医はつい
最近まで学生で、社会人として歩み始めたばかりの人
間です。至らないこともあるとは思いますが、彼らは、
当院やこの地域のみならず、将来の日本の医療を支え
る人材です。どうか、厳しくも温かい目で見守ってい
ただければ幸いです。今後とも教育研修部をよろしく
お願いいたします。
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新 任 の 挨 拶（常勤医師）
耳鼻咽喉科　都築　伸佳

麻酔科　吉武　美緒

心臓血管外科　吉武　秀一郎

外科　鳥崎　友紀子

　2022年４月より、耳鼻咽喉科に赴任い
たしました都築伸佳と申します。昨年ま
で慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科に在籍
し、耳科学、聴覚医学を専門とし基礎研
究や臨床に従事して参りました。
　東京医療センターでは耳鼻咽喉科一般
診療に加え、耳科学・聴覚医学に関する

専門性の高い診療もご提供できればと考えております。
患者様にもわかりやすい説明を心がけながら、地域医療
に貢献して参りますのでよろしくお願い申し上げます。

　2022年４月より赴任いたしました、吉
武美緒と申します。数年前に東京都済生
会中央病院に３年ほど勤務した経験はあ
りますが、福岡県出身で、ずっと九州地
方（福岡県・佐賀県）で働いてまいりま
した。少しでも患者様に安心して手術を
受けていただけるよう、微力ではござい

ますが、お手伝いさせていただきたいと思っております。
どうぞ宜しくお願い致します。

　2022年４月より心臓血管外科 副医長と
して配属されました吉武秀一郎と申しま
す。これまで佐賀大学の関連病院にて研
鑽しておりました。以前勤務していた東
京都済生会中央病院での御縁で、この度、
慶應大学よりお声をかけて頂きました。
本院の医療圏は目黒区、世田谷区の広域

に及び、かつ東京都急性大動脈スーパーネットワークの
緊急大動脈重点病院に指定されております。緊急の迅速
な受け入れの整備、また定期手術においても地域の方々
が安心して暮らしていける様、これまでの経験を活かし
貢献できる様に尽力いたします。当科は関連する部署が
多く、皆様とコミュニケーションを上手く取りながら患
者様の迅速な回復を目指したいと考えております。宜し
くお願い申し上げます。

　2022年４月より一般・消化器外科に赴
任いたしました、鳥崎友紀子と申します。
2015年に慶應義塾大学を卒業後、同大学
の外科学教室に所属し、専門領域である
血管外科を中心に、一般外科の診療に従
事してまいりました。当院でも、地域の
皆さまにより良い医療を提供できますよ

う、研鑽努力してまいります。また、血管外科領域の診
療に際しては、複数の診療科や他業種との連携が不可欠
であると考えており、当院の先生方やスタッフの皆様に
おかれましては、ご指導ご鞭撻を賜りますよう、重ねて
宜しくお願い申し上げます。

臨床研究センター聴覚障害研究室長　神﨑　晶
　聴覚障害室に在籍しておりますが、感
覚器全体に興味があり、センターで臨床
と研究に従事できる時間をいただき感謝
しております。
　専門は難聴（耳手術）・めまい・顔面麻
痺など耳疾患と、鼻アレルギーや嗅覚障
害です。周辺地域を中心に多くの患者様

に専門を生かして診療に臨む所存です。
　難聴や嗅覚障害は、認知機能低下と関連があり、感覚
器リハビリテーションで認知機能低下も予防できること
が解明されています。また、医療機器（耳手術計測器、
人工聴覚器、極細内視鏡、嗅覚検査機器）を開発してお
ります。諸先生方からご指導賜りたく存じますので、宜
しくお願い申し上げます。

外科　足立　陽子

外科　小谷　依里奈

　『2022年４月より東京医療センター外
科に赴任致しました、足立陽子と申しま
す。一般・消化器外科を担当いたしますが、
主に大腸肛門疾患を専門としています。
７年前に外科レジデントとして皆様にお
世話になっておりましたが、この度常勤
医として戻って来られたことを嬉しく思

います。大腸癌の治療は多岐にわたりますが、他科・他
職種と連携をとりながら患者にとっての最善の治療を選
択していければと思います。どうぞ宜しくお願い致しま
す。』

　この度、2022年４月より赴任となりま
した乳腺外科の小谷依里奈と申します。
安心感を抱いていただけるようにお一人
お一人に真摯に寄り添い、適切な医療が
提供できるよう努めて参ります。各診療
科の先生方、多方面のスタッフの皆様に
お世話になることと存じますが、ご指導
ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い申し上
げます。

外科　松井　一晃
　本年４月より一般・消化器外科に配属
となりました松井一晃と申します。慶應
義塾大学医学部を卒業後、同大学の外科
学教室へ入局して関連施設にて修練を積
み、外科専門医、消化器外科専門医、並
びに同大学院での学位を取得致しました。
専門領域は食道癌・胃癌を中心とする上

部消化管外科ですが、一般外科の診療に幅広く携わりた
いと考えております。ご依頼を頂ければ迅速に対応を致
しますので、いつでもお声がけ下さい。他科の先生方、
各診療スタッフの方々におかれましては温かいご支援、
ご指導を賜れれば幸いでございます。どうぞ宜しくお願
い申し上げます。
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整形外科　杉浦　祐太郎
　令和４年４月より当院整形外科に赴任
いたしました杉浦祐太郎と申します。
　2016年に慶應義塾大学を卒業、済生会
宇都宮病院で初期研修をした後に2018年
慶應義塾大学整形外科学教室に入局いた
しました。入局後は慶應大学病院、国際
親善病院、太田記念病院、静岡赤十字病

院で研鑽を積み整形外科専門医を取得いたしました。現
在は上肢を専門に診療にあたっております。患者さんの
生活の向上に貢献できればと考えております。何卒よろ
しくお願い申し上げます。

泌尿器科　金子　雄太 整形外科　道振　康平
　2022年４月より東京医療センター泌尿
器科に赴任いたしました金子雄太と申し
ます。
　去年度までは慶應義塾大学病院泌尿器
科にて勤務しておりました。
　大学病院で学んできたことも活かしつ
つ、さらなる研鑽を積んで参りたいと思

っております。
　東京医療センターでも皆様のお力になれるように微力
ではありますが努めさせていただきますので至らぬ点も
あるかと思いますが、どうかよろしくお願い申し上げま
す。

　初めまして、2022年４月１日より赴任
致しました、整形外科の道振康平と申し
ます。
　川崎市立川崎病院にて初期研修および
３年目で総合内科にて後期研修を行い、
４年目から７年目まで慶應義塾大学の専
攻医コースにて研修を積ませていただき、

医師８年目・整形外科５年目として研鑽を積ませていた
だいております。
　主に股関節を担当させていただきますが、外傷・慢性
疾患とも整形外科全般に対しても最善の治療ができるよ
う精進致しますので何卒よろしくお願い致します。

眼科　矢島　潤一郎

放射線科　淺見　勇太

　2022年４月から眼科に赴任致しました
矢島潤一郎と申します。2013年に慶應義
塾大学を卒業し、2015年に同大眼科に入
局しました。市中病院勤務を経て、昨年
まで２年間は慶應義塾大学病院で緑内障
外来を担当しておりました。専門である
緑内障を中心に、患者様一人ひとりにあ

った治療をご提案できるよう、丁寧な診療をこころがけ
て参ります。今後ともどうぞよろしくお願い致します。

　こんにちは、本年度から放射線診断科
の常勤医師となりました、浅見と申しま
す。放射線診断科は、CTやMRIなどの画
像検査に対して所見をまとめたレポート
を作る仕事をしています。主治医の先生
と当科が読影することで、病変の見落と
しを防ぐ役割を担っています。患者さん

方と直接対面する機会は少ない科ですが、影ながら皆様
の病気の診断に寄与できるよう、頑張りたいと思ってい
ます。どうぞ宜しくお願いいたします。

脳神経外科　峯　裕
　この度、東京医療センター　脳神経外
科に参りました峯　裕（みね　ゆたか）
と申します。研究留学後、栃木医療セン
ターと済生会横浜市東部病院に赴任し、
手術を始めとする技術と知識を磨いて参
りました。脳神経外科の中での専門は「頭
蓋底外科」「脳血管障害（血管内治療を含

む）」「内視鏡・外視鏡手術」ですが、前任地はER・外傷
センターで様々な疾患に携わっておりました。神経再生
に関する事も含め、何でもご相談下さい。東京医療セン
ターの更なる発展と一人でも多くの患者様とご家族様を
笑顔に出来るよう微力を尽くしたいと思います。宜しく
お願い申し上げます。

リハビリテーション科　小林　由紀子
　「先生の夢は何ですか？」20代の後輩
からキラキラした目で問われて、思わず
言葉に詰まりました。将来を夢想してい
たのはいつの頃までだったか、今はもう
ここ何年も、職場での自分の役割くらい
しか考えていなかったことに気づかされ
ました。久しぶりに視線を上げて遠くを

見渡した気分です。
　４月に赴任して、たくさんの新たな出会いを頂きまし
た。リハ科は院内のあらゆる職種と関わる機会がありま
す。多くの方とお話ししたいと思っています。

脳神経内科　久冨木原　健二
　こんにちは。脳神経内科、医師12年目
の久冨木原健二と申します。初期研修は
警友会けいゆう病院で行い、その後慶應
義塾大学病院神経内科に入局しました。
専門は脱髄疾患です。今までほとんど大
学病院で勤務してきましたが、この度は
縁あって東京医療センターでお世話にな

る運びとなりました。東京医療センターは各科でパフォ
ーマンスが高いとうかがっており、自分も精進できれば
と思います。よろしくお願いいたします。
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新 任 の 挨 拶（主任以上）
薬剤部長　大塚　知信
　令和４年４月１日付けで薬剤部長を拝
命しました大塚と申します。若いころか
ら憧れていた東京医療センターで勤務で
きることとなり、その重責に身が引き締
まる思いでおります。
　当院薬剤部は若い薬剤師が多いながら
も薬剤管理指導算定件数は関信グループ

で最上位にあり、今後も院内の薬が関連する様々な場面で
より一層貢献していきたいと思っております。
　地元で稽古している剣道場の道場訓は「一生懸命」です。
薬剤助手を含めた薬剤部全員で協力し、患者さんのため、
病院のため、地域のために “一生懸命” 努力して参ります。

副薬剤部長　吉川　至
　この度、横浜医療センターより４月１
日付けで着任しました吉川　至と申しま
す。東京医療センターでの勤務は９年ぶ
りとなります。またこちらでお世話にな
ることになり、嬉しさ、懐かしさの反面、
副薬剤部長という立場からくる責任とプ
レッシャーで複雑な気持ちです。若かり

し頃の記憶と経験を踏まえ、今の立場で出来る事、改善
できる事を考えながら精一杯取り組んで参ります。今後
ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い致します。

特殊撮影主任　山﨑　大輔
　４月から国立国際医療研究センター病
院より主任診療放射線技師として参りま
した山崎 大輔と申します。担当部署は
CT業務です。大型の医療機器を取り扱っ
ている部署なので、患者様の不安が募る
場所かもしれませんが、質の高い画像を
提供できるように、また安心で安全な医

療が提供できるように努めて参りますので、これからど
うぞ宜しくお願いします。

特殊撮影主任　阪本　佳代
　国立国際医療研究センターから異動し
てきました阪本佳代と申します。この病
院は１年目に配属された病院であり、２
年間勤務いたしました。その後、２施設
を経て久々に戻ってまいりましたが当時
と変わらない建物を見て懐かしくもあり、
歳をとってしまったなと感じております。

日頃は一般撮影室にて業務しておりますので気軽にお声
掛けいただければと思います。

小児科　岸田　さなえ
　2022年４月より小児科で診療させて頂
いております。大学病院・栃木県や神奈
川県の市中病院で小児一般、特にアレル
ギー疾患を中心に学んでまいりました。
食物アレルギー・アトピー性皮膚炎・気
管支喘息・アレルギー性鼻炎などで悩ま
れている方は是非ご相談ください。治療

だけでなく予防も含め診療させて頂きます。地域の子供
たち、そして保護者の方々のお力になれるよう、努力し
て参りますので、よろしくお願いいたします。

循環器科　宮﨑　良央
　本年度より当院に循環器科スタッフと
して赴任させていただきました。医師10
年目の宮崎良央と申します。循環器内科
全般の中で特に虚血性心疾患を専門とし
ております。
　小生の役割は上記疾患を中心としてさ
らに当院、地域医療の発展と考えており
ます。

　今まで以上に救急、外来患者様の受け入れを積極的に
行っていく次第であります。先生方が少しでも心臓疾患
ではないかな？と思った際には24時間、365日いつでも当
院当科までご紹介いただければ幸いです。結果、心疾患
でなかったとしても他科とも連携を取り紹介で対応させ
ていだきます。よろしくお願いします。

副臨床検査技師長　田中　暁人
　国立国際医療研究センター病院より配
置換えで着任いたしました田中暁人と申
します。副臨床検査技師長としては２施
設目となります。早く東京医療センター
での管理補佐業務に慣れ、東京医療セン
ターの職員として病院の目標である、『安
全で質の高い高度急性期医療の提供を行

い、地域と患者に求められる健全な病院を目指す』の一
役が担えるように、努力いたします。今後とも、ご指導
ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

医化学主任　宮下　雅子
　路地に色とりどりの花が咲き乱れ、心
和む中を通勤しております。
　はじめまして、まつもと医療センター
から昇任で参りました血液管理室を担当
させて頂いております主任検査技師の宮
下雅子です。新しい施設、仲間、業務と
著しい変化に早く順応できるように毎日

を過ごしております。業務の効率化を目標に改善点を模
索し、検査業務に貢献出来るよう努力していきたいと考
えております。宜しくお願いいたします。
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副看護部長　阿部　聖世
　国際→成育→西埼玉→東埼玉を経て参
りました。東京医療センターは、まだ国
立東京第二病院の頃、看護学生で実習に
来て、お産に感動し「助産師になろう！」
と決意した場所で、とても印象深い病院
です。初心に戻り、ここで自分が出来る
ことを精一杯頑張る所存でございます。

「忙しいから辛い」のではなく、「忙しいけれどやりがい
がある！」と職員皆が感じ、時間管理をしつつ生きがい
をもって働ける職場づくりを目指していきたいと思って
おります。どうぞよろしくお願いいたします。

外来看護師長　大林　亜紀子
　この度相模原病院より転勤して参りま
して、外来看護師長を拝任致しました。
　当院の高度急性期病院等の役割やその
責任に、不安と戸惑いを感じながら日々
勤務しております。
　外来患者さんが安全に安心して受診で
きるような環境作りや入退院支援センタ

ーはじめとした他部門と連携し、入院時より退院を見据
えた看護を提供でき、患者さんの不安や退院後の生活に
寄り添う看護を目指し努めたいと思います。
　至らない点も多いかと思いますが、今までの経験を活
かして頑張りますので、何卒よろしくお願いします。

副看護部長　佐藤　真理子
　関東信越グループより昇任で参りまし
た。関東信越グループでは、医療安全係
長として、管内病院の医療安全に関する
支援、研修運営などを行っておりました。
　久しぶりの臨床復帰であったため期待
と不安で胸がいっぱいでしたが、スタッ
フの皆様方が暖かく迎え入れてください

ました。慣れないこと、戸惑うことも多いですが、一日
も早く業務を覚えお役に立てるよう専心努力して参りま
す。そして、看護部全体で、質の高い看護が提供できる
よう取り組んで参ります。
　今後とも、ご指導ご鞭撻を賜りますようどうぞよろし
くお願い申し上げます。

生理学主任　小林　昌弘
　茨城東病院から東京医療センター微生
物検査室に配属になりました小林と申し
ます。前任の茨城東病院には11年間在籍
し、主に呼吸器疾患を携わってきました。
東京医療センターでは様々な疾患に携わ
る機会があることから、多くのことを学
び、自らを成長させるチャンスだと考え

ています。自らを成長させ、質の高い医療が提供できる
よう努めていきたいと考えておりますので、どうぞ宜し
くお願い申し上げます。

栄養管理室長　田所　真紀子
　４月１日付で、埼玉病院より配置換え
で参りました。主任時代の平成９年４月
から平成14年３月までの５年間こちらで
お世話になっており、２度目の赴任とな
ります。当センターを離れてから20年経
過する中で、栄養管理室内も当時とはだ
いぶ違う様子になっており、懐かしさよ

りも新鮮な印象です。診療報酬改定の対応など様々な課
題がありますが、栄養部門として施設に貢献できるよう
努めて参りたいと思います。ご指導ご支援のほど、よろ
しくお願い申し上げます。

副理学療法士長　長谷川　淳
　相模原病院から昇任で参りました。東
京医療センターは研修で何度か来たこと
があり、いつかはこんな大きな病院で働
きたいなと思っていた病院でした。国立
病院の顔とも言える病院で勤務できるこ
とを誇りに思い、これからも自己研鑽に
励みたいと思います。環境が変わり、分

からないことだらけのため、４月から同期として加入し
てくれた新人理学療法士３名と一緒に勉強中です。

主任栄養士　岸本　陽子

副作業療法士長　武田　学

　４月１日付で相模原病院から参りまし
た主任栄養士の岸本陽子と申します。
　相模原病院では小児アレルギー患者様
の献立作成や入院・外来の栄養指導を主
に担当しておりました。まだまだ周りの
方々に助けて頂くことが多いですが、入
院中の様々な状況の方に対して美味しく

安心して食べて頂ける食事を考え、栄養管理を通して患
者様の治療のサポートができるよう頑張っていきたいと
思っております。どうぞよろしくお願い致します。

　４月よりこちらの病院でお世話になりま
す、副作業療法士長の武田と申します。入
職１年目は急性期病院、次に回復期病院を
２施設経験してきました。回復期病院では
ゆっくりと患者を診てきたので、忙しい急
性期病院で頭と身体がついていけるか不安
な面もありますが、急性期病院で働いてい

た時を思い出し、少しでも早く馴染んで東京医療センター
の一員として仕事ができるよう頑張りますので、どうぞよ
ろしくお願いいたします。
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６A病棟看護師長　山田　奈央
７A病棟看護師長　木﨑　智美

７B病棟看護師長　綿貫　佑季子

　西埼玉中央病院より看護師長昇任で参
りました。これまで消化器内科、泌尿器科、
循環器科などを経験してきました。病院の
規模の大きさ、人の多さに圧倒され、戸惑
うことも多いですが、毎日たくさんの方々
に助けていただきながら勤務しています。
　６A病棟は、外科・呼吸器外科の病棟で

主に手術を目的とした患者さんが入院されています。患者
さんが安心して手術を受け、術後は早期に回復しADL、
QOLが低下せず退院が迎えられるよう病棟スタッフ、コメ
ディカルの方々と共に頑張っていきたいと思います。どう
ぞよろしくお願い致します。

　私が大切にしたい看護は、「その人によ
り添う看護」です。昨今のCOVID-19をは
じめ、少子高齢社会、価値の多様化など
医療の現場もめまぐるしく変化している
状況です。その中で看護を大切にし、病
棟看護師、医師、コメディカルの皆様と
協力して患者様・ご家族の方に「東京医

療センターでよかった。」と思って頂けるように頑張って
いきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

　千葉医療センターより看護師長昇任で
参りました。電車通勤、環境の変化、大
きな病院での看護師長という大役に押し
つぶされそうな中、病棟スタッフを始め
まわりの方々の温かいご支援をいただき
頑張っています。７B病棟は個室・セパ
レート室を中心とした有料混合病棟です。

ゆとりある空間の中で様々な診療科の患者さんが、安心
して過ごすことができるよう医師や病棟スタッフと協力
していきたいと思っております。どうぞよろしくお願い
いたします。

４B病棟看護師長　齊藤　芳子 ５B病棟看護師長　宮田　佳奈
　横浜医療センターより異動して参りま
した。看護師長としては２施設目です。
４B病棟は手術後の患者さん等が入るICU
があり、医師を始め多くの他職種の方々
とカンファレンスを行い患者さんの状態、
安全を優先しながらベッドコントロール
を行っています。新しいスタッフも迎え

病棟全体で安全を最優先に看護を提供していきたいと思っ
ています。まだ慣れない中で多くの方々に助けていただき
ながら奮闘中です。どうぞよろしくお願いいたします。

　村山医療センターより参りました。前
院では整形外科看護、手術室看護の経験
があります。５階B病棟の当該科である
小児科は未経験ですが、学生時代より興
味を持っていた分野なのでワクワクして
います。プライベートでは動物と触れあ
うことや絵本鑑賞が好きです。運動も大

好きでテニススクールに通い始めたいと考えています。
まずは、初めての23区内への通勤に早く慣れることの出
来るように頑張ります。よろしくお願い致します。

専門職　塩野　友久
　４月１日より専門職として着任いたし
ました塩野と申します。前ポストは厚生
労働省で、病院での勤務経験は今回の東
京医療センターで初めてになります。病
院歴は新人レベルの自分が、国立病院機
構最大規模の東京医療センターで勤務で
きるのかという不安もありますが、早く

病院の業務に慣れ業務をこなしていけるよう努力いたし
ます。皆様どうぞよろしくお願いいたします。

専門職　大矢　紘雅
　４月１日付で専門職として着任いたし
ました大矢紘雅と申します。
　前施設は東京都立川市にあります災害
医療センターでした。それなりに大きい
病院だと思っていましたが、こちらの病
院の規模の大きさに毎日驚いています。
　今は施設基準を主な業務としています

が、医事業務に直接携わるのは初めてです。速く業務に
慣れるとともに、医事のスペシャリストを目指して頑張
っていきたいと思います。
　皆様、今後ともどうぞよろしくお願いします。

入院係長　島田　大暉
　４月１日付で横浜医療センターより入
院係長に昇任いたしました島田 大暉（し
まだ ひろき）と申します。東京医療セン
ターは他の国立病院機構の病院と比べて
規模が大きく、医事としてより重要な役
割を担うこととなるため、身の引き締ま
る思いです。

　着任から３か月が経過しましたが、周囲の方々に助け
ていただきながら業務をしております。入院係長として、
東京医療センターの収益と入院の運営に貢献できるよう、
いち早く業務に慣れ、適正かつ効率的な医事業務に取り
組みたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

診療情報管理係長　加藤　むつみ
　本年度４月より診療情報管理係長に昇
任となりました、加藤むつみと申します。
　診療情報管理士とは日本病院会の認定
資格の１つであり、当院では、医療従事
者が日々作成する診療記録（いわゆるカ
ルテ）の整備点検や開示対応、入院診療
費の包括請求制度（DPC）関連のデータ

管理をはじめ、幅広い業務を担当しております。
　患者の皆様と接する機会はあまりございませんが、病
院を支える裏方として努力してまいりますので、どうぞ
よろしくお願いいたします。



― 8―

新任専攻医・レジデント・研修医のご紹介
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石　井　真　央
卜　部　紘　衣
小　幡　千　花
貝　塚　杏　菜
佐　藤　　　葵

島　津　春　香
須　藤　伊　吹
田　中　奏　衣
田　村　悟　己
野　上　創　生

畑　　　貴　之
畠　山　　　丈
林　　　有里紗
福　久　健　人
増　田　玲　良

湊　　　喜　洋
森　田　絵美里
山　内　優　美
山　中　りきの
湯　本　百　香

吉　村　梨　沙
有　井　滉　子
廣　本　宜　峻
飯　塚　智　子
岩　本　真　乃

堀　口　寿里安
白　石　裕　紀
中　瀨　　　大
森　　　岳　雄
佐　藤　央　基
尾　田　正　仁
伊　藤　明日香
近　藤　香　光
竹　田　瑛　紀
亀　田　貴　範
多　賀　　　匠
上　石　　　稜
片　山　　　陸

中　西　未　知
月　山　絵　未
井　出　瑶　平
須　永　　　舞
篠　原　浩　幸
河　瀬　穂乃美
柴　　　　　綾
八　木　翔　汰
真　鍋　悠　歌
宋　　　吉　和
松　井　香　奈
今　村　香菜子
高　口　知　之

開　田　大　輝
中　野　貴　之
西　堂　寛　和
竹　藤　亜紗子
山　本　晴二郎
関　　　彩千子
笠　原　美　沙
石　田　　　慎
鈴　木　麻　耶
松　谷　直　美
阿　部　なつの
木　島　俊　英
橋　元　麻里子

千　種　尚　紀
中　村　共　生
大　熊　謙太郎
西　村　太　一
板　東　央　矩
松　井　貴　裕
宗　　　大　輔
伊　藤　国　秋
宮　坂　直　人
能　野　志　芳
福　里　那　波
竹　藤　　　寛
平　井　智　大

野　川　博　嗣
稲　葉　　　亮
工　藤　理　沙
井　上　三保子
野　原　素　直
雪　野　祐莉子
三　尾　幸　司
宮　澤　あずみ
田　畑　広　樹
羽　磨　智　史
髙　橋　あおば

　今春、看護部には、北は北海道から南は九州より、
全国各地から71名の新人看護師・助産師を迎えました。
夢と希望に満ち溢れ、それぞれが病棟に配属され看護
師・助産師としてのスタートラインを切りました。入
職後から専門職業人としての基本的な態度を身に付
け、学生時代に習得した知識や技術を土台とし、患者
さんやご家族へ安全で安心した看護が提供できるよう
に、職場内でのシミュレーション研修を行ってきまし
た。４月中旬からは、先輩看護師とペアで患者さんを
受け持ち、ケアに取り組んでいます。少しずつ職場の
環境にも慣れ、入職当初の緊張した面持ちも和らぎ、
笑顔で患者さんやご家族と関わることができるように

なってきています。
　東京医療センターの看護部の理念は「心の豊かさを
重視した質の高い看護を提供する」ことです。入院治
療を余儀なくされた患者さんやご家族の想いに耳を傾
け、その意思を尊重した看護を提供し、安心と信頼に
応えられる看護師になれるように教育担当者として支
援していきます。先輩看護師も新人看護師の良い手本
となるように、お互い看護観を深め合い、成長できる
ように切磋琢磨しています。新人看護師はまだまだ未
熟なところもありますが、これからの成長を見守って
いただけますと幸いです。
　どうぞよろしくお願いいたします。

新人看護師紹介
教育担当看護師長　若林　真紀子

「2022年度入職しました新人71名です。どうぞよろしくお願いいたします。」
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診療科紹介 ～腎臓内科～
腎臓内科　科長　松浦　友一

　皆さんは腎臓内科と言うと何を思い浮かべるのでし
ょうか。透析でしょうか。すると、末期腎不全ではな
い患者を、腎臓内科ではどうやって診療しているので
しょうか？
　慢性腎臓病（CKD）という言葉とその概念は、か
なり浸透してきました。でもよく考えると、CKDと
は「慢性的に腎臓が悪い」と言っているだけです。腎
臓内科ではCKD患者の病態を個別に評価して、患者
に伝える必要があります。「自分は、何が原因で腎臓
が悪くなったのか？」「今の腎障害の重症度はどれく
らいなのか？」「今後、腎障害は早く悪くなるのか、
ゆっくりと悪くなっていくのか？」という質問の答え
は、すべてのCKD患者が知りたいのだと思います。
単に数値の変化を追うだけではなく、患者の個別性を
評価できる腎臓内科医が求められています。
　私は、CKD患者は「慢性糸球体腎炎などの腎疾患」
と「それ以外」に分かれると考えています。「それ以外」
とは、糖尿病・高血圧・高尿酸血症・薬剤性腎障害・
脱水のように、生活習慣病の関与や特定の外的要因に
よって CKDになった群です。これらの群の患者は、
そもそも外的要因がなければCKDになっていなかっ
たと考えられるので、保存的管理のみが治療になりま
す。これに対して、「慢性糸球体腎炎などの腎疾患」
の場合、腎障害が進行性だと評価されるのであれば腎
生検を行い、ステロイドなど免疫抑制剤を投与して、
進行を抑える必要があります。
　腎生検を行えば、ほぼすべてのCKD患者の病態が
明らかになりますが、検査の危険性がネックになりま

す。「100回腎生検を行うと、２回合併症が起こる」と
いうデータがありますが、これは病院で行う検査の中
ではリスクが高い方に属します。CKD患者の中から
腎生検が必要な人達を正確に選び出し、安全に検査を
施行できるのが、よい腎臓内科医だと思います。
CKD患者および検尿異常の患者を、当科にご紹介い
ただければ幸いです。
　なお、当科では、二次性高血圧の鑑別にも力を入れ
ています。特に原発性アルドステロン症については、
各種負荷試験・副腎静脈サンプリング・副腎腺腫切除
術まで当院ですべて行うことが出来ます。副腎静脈サ
ンプリング検査は正確に行うことが難しいのですが、
当院では慶應病院で検査を行っている放射線科医師が
担当しており、信頼性が高い検査の提供が可能です。
こちらも当院をご活用いただけますよう、よろしくお
願い致します。

臨床研究センター紹介（視覚研究部）
視覚研究部長　角田　和繁

　白内障、緑内障、加齢黄斑変
性症など、眼科では様々な種類
の病気がありますが、現在では
多くの眼疾患の治療が可能にな
ってきています。しかし、中に
は今でも治療法が確立していな
いもの、あるいは、病気の原因
すら解明されていない眼疾患が

数多く残されています。例えば失明原因の代表である
網膜色素変性や黄斑ジストロフィを代表とする遺伝性
網膜疾患については、その発症原因についての研究が
進みつつあるものの、全ての患者さんに対して有効な
治療を提供できる段階には至っていません。視覚研究
部では、イメージング技術や電気生理学的検査、遺伝
学的検査を用いて、網膜の生理学的機能を明らかにし

たり、疾患の病態を解明する等の研究を行ってきまし
た。特に2010年には、これまで原因が不明であったオ
カルト黄斑ジストロフィの原因遺伝子を、当院の分子
細胞生物学研究部（岩田部長）と協力して世界に先駆
けて解明しました。本疾患は現在においても、日本の
研究機関において原因遺伝子を解明することができた
唯一の遺伝性網膜疾患です。
　私は2008年より東京医療センター眼科に遺伝性網膜
疾患の専門外来を開設し、地域および全国各地より多
くの患者さんを受け入れ、難治疾患の診断および生活
指導・支援等を行ってきました。また、遺伝性網膜疾
患に対する遺伝子検査の重要性が高まるなか、2020年
より臨床遺伝センターに眼科部門を開設し、視覚生理
学研究室長の藤波芳先生（臨床遺伝専門医）による遺
伝カウンセリングならびに遺伝子検査（自費）を行っ
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みんなが知りたい病気シリーズ
～大腿骨頸部骨折～

整形外科　林　哲平

ています。また2022年３月には、若年時から重度の視
力障害を来すレーベル先天黒内障および早期発症網膜
色素変性に対して、日本で初めて遺伝子補充治療の臨
床治験を開始しました。今後も遺伝性網膜疾患に対す
る様々な新規治療の実現に向けた準備をして参ります。
　外来診療については、遺伝性網膜疾患および原因不
明の視覚障害を対象とした専門外来（担当角田）を行
っております。受診には紹介元からの診療情報提供書
が必要で、完全予約制となっております。視覚障害の
原因を詳細に精査し、疾患の性質や現在の病態につい
て詳しくご説明したうえで、最適な治療法、生活・仕
事上の相談等について、幅広いアドバイスを行ってお

ります。また、臨床診断が確定している方で、特に遺
伝相談・遺伝子検査をご希望の方は、眼科遺伝外来（担
当藤波、自費外来）において、遺伝子検査、遺伝カウ
ンセリング、臨床治験等について、詳細な情報提供を
行っております。

　大腿骨近位部骨折という病気を聞いたことはありま
すか？日本では現在年間約20万人弱の方が受傷されて
いると推測されており、特に高齢女性が多くを占める
骨折です。骨折した場所により、大腿骨頸部骨折、大
腿骨転子部骨折に分類されます。このうち、大腿骨頸
部骨折は、足の付け根である股関節の骨折です。

  
　年齢とともに骨は脆くなります。高齢者が転倒など
の軽微な骨折するものを脆弱性骨折と言いますが、そ
の代表が大腿骨頸部骨折です。大腿骨頸部骨折の悪い
ところは、歩行能力がゼロになってしまうことです。
つまり、手術をしない場合には寝たきりになってしま
うということであり、そうなってしまうと生命予後、
機能予後ともに非常に悪い、というデータが出ており
ます。手術をすれば、元通りではないものの、ある程
度の運動機能の改善が見込まれており、ガイドライン
でも手術に耐えられる状態である限り手術を行うこと

が推奨されています。大腿骨頚部骨折の治療において
最も大事なことは、可能な限り早期の手術を行い、早
期にリハビリを行うことで寝たきりの時間を少しでも
減らすことです。当院でもガイドラインに推奨されて
いる48時間以内の手術を目標にしております。
 

（日本骨折治療学会　HPより）

　日本は諸外国と比較しても大腿骨近位部骨折の発生
率が十分に減ってきておりません。その理由としては、
日本が超高齢社会であること、大腿骨頸部骨折の原因
である骨粗鬆症の治療が十分ではないことが挙げられ
ます。骨折のリスクを減らすためにできることはない
でしょうか。これは、骨粗鬆症の早期発見、早期治療
が大事であると考えます。女性では50歳くらいから骨
量の低下を来します。閉経後は骨密度の低下が進行す
るため、年に１回程度の検査をお勧めします。痛みの
伴わない検査であり、安心して受けられます。骨粗鬆
症が気になる方は、区の検診でもいいですし、近くの
整形外科で相談されても良いと思います。
　適切な食事、運動、そして早期の骨粗鬆症治療を行
い、ぜひ健康な人生を送りましょう。
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6 月 20 日(月)より、がん治療センターの待合・患者サロン・患者図書室にて、企画展示を行っています。 

 

 

““緩緩和和ケケアア＝＝ホホススピピススななのの？？””  

 

今回の展示では「「緩緩和和ケケアア」」をとりあげて、「緩和ケ

ア」の言葉の意味や定義や歴史、東京医療センターで

の緩和ケア・がん相談支援センターの紹介などを行っ

ています。 

この展示を通して「緩和ケア」への理解を深めていた

だければと思います。 

患者図書室では、「緩和ケア」に関連した資料や情報の

ご案内を行っています。 

目黒区立図書館や東京医療保健大学(国立病院機構キャ

ンパス図書館)所蔵資料の紹介などもあります。 

期間中には、当院緩和ケア部門紹介資料の展示替え

や、自由にご参加いただけるウィッシュツリー等も用

意しています。 

ぜひ、お立ち寄りください。 

共催： 緩和ケアセンター、相談支援センター 

協力: 東京医療保健大学(国立病院機構キャンパス図書館) 

目黒区立図書館 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

患者図書室 

展展示示場場所所  ::    

ががんん治治療療セセンンタターー  

((病病棟棟 33 階階 BB フフロロアア))  

待待合合・・患患者者ササロロンン・・患患者者図図書書室室  

  

展展示示期期間間  ::    

66 月月 2200  日日((月月))  〜〜  99 月月 99  日日((金金))  

  

患患者者図図書書室室かかららののおお知知ららせせ  

～～企企画画展展示示「「緩緩和和ケケアアににつついいてて」」ののごご案案内内～～  
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東京医療センターだよりはQRコードからもご覧になれます

　今回のフォトコーナーも病院の庭でも見られ
る鳥をご紹介します。
　メジロはスズメより小さい緑色のかわいい小
鳥です。目の周りの白い縁取り（アイリング）
がとても特徴的で、名前の由来です。木に群が
る習性から「目白押し」の言葉も生まれていま
す。１年中、病院の庭で見られますが、花の蜜
が大好きで、梅や桜など春には若葉の茂る木で
元気に花の蜜を吸っています。高い声で鳴きな
がら木の中を動き回る緑の小鳥で白いアイリン
グを見つけたらそれがメジロです。

 （副院長　樅山　幸彦）

フォトコーナー

地域医療連携室からのお知らせ
地域医療連携係長　馬渕　千恵子

　東京医療センター地域医療連携室は、地域医療支援
病院として、近隣の先生方との連携により医療情報の
共有化を図り、効率的で充実した医療を提供できるよ
う取り組んでいます。
　全診療科において、紹介状をお持ちの患者さんから
の初診予約が可能となっています。
　また、患者さんの症状に適した治療を継続的に行う
ため、当院と医療提携している地域の医療機関の先生
方にかかりつけ医（登録医）に登録していただいてい
ます。現在、当院では、目黒区・世田谷区・大田区な
ど中心に1,600施設2,220人以上の先生にご登録いただ
いております。
　2018年７月より地域の医療機関から緊急患者さんの
紹介方法として、地域医療連携係（看護師）の直通ダ
イヤルを設置し、平日の18：30まで対応しております。
　日頃より医療福祉相談室のソーシャルワークを活用
し、先生方と共に地域の保険・福祉・介護機関などと
の連携をより密にして、患者さんが安心して在宅医療
に向かえるように取り組んでおります。

地域医療連携室長

鄭　東孝
（医療総合支援部長・
　　　　　総合内科科長）

地域医療連携係長

馬渕　千恵子
（看護師長）


