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新任のご挨拶　院長　木村 健二郎
診療科紹介    外科
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 ● 地域包括ケア病棟開設のお知らせ
 ●第17回 地域医療懇話会・懇親会 開催のお知らせ
News&News
 ●  第10回 みなと・品川
 コミュニケーションセミナー 開催報告
 ●  第28回 医療感染講習会 開催報告
 ●新任医師のご紹介
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　この９月から与芝真彰院長の後任として院長に就任しました木村

健二郎です。皆様には、前任の与芝真彰院長時代と同様にご支援

とご指導をよろしくお願い申し上げます。

　出身の医局は東京大学の旧第二内科で、専門は腎臓疾患・高血

圧です。東京大学を昭和49年に卒業したあと、診療と研究室で腎

疾患の病理形態像に基づく研究を続けてきました。昭和56年から２

年間デンマークのコペンハーゲン大学病理学研究室に留学をして

います。平成13年に聖マリアンナ医科大学腎臓・高血圧内科に教

授として赴任いたしました。聖マリアンナ医科大学では、腎臓病セン

ターを設立して、内科医（腎臓・高血圧内科）と外科医（腎泌尿器

外科）が共同して診療にあたるシステムを構築しました。それによ

り、腎移植も推進することができました。治験には東京大学時代か

ら関わってきましたが、聖マリアンナ医科大学では治験審査委員長

を10年間務め、また医師主導の臨床研究の審査も行ってきました。

後の３年間は副院長として、病院の建て替え計画に関与したり、

メディカルサポートセンターのセンター長として、地域連携、ベッドコ

ントロール、退院支援（在宅、転院）などに関わってきました。また、

メディカルクラークの仕事にも関わりました。この間、私が学んだこと

は、病院の機能を充分に発揮するためには、多くの専門職がそれぞ

ればらばらに動くのではなく、専門性を生かしながら連携して共通

の 目 的 に 向 か っ て 行 く こ と が 必 須 で あ る 、と い う こ と で す 。

　勿論、大学病院と東京高輪病院は、立地条件も社会的役割も異

なります。しかし、私は、今後大学病院で学んできたことを生かしつ

つ、東京高輪病院の良い伝統を伸ばし、時代の要請に応える病院

としてさらに発展させて行きたいと思っています。

　また、職員が明るく生きがいをもって働ける病院でなければ、良

い医療は行えません。そのためにも、地域の皆様や職員の建設的

な意見に耳を傾けて行きたいと思っています。病院も生き物です。

昔、 善のシステムであったものでも時代と共に古くなるということ

はよくあります。常に私たちは病院のシステム・仕組みを見直して、

時代にあった病院にブラッシュアップしてより良い病院を目指して成

長を続けたいと思っています。

　JCHO東京高輪病院に皆様のご理解とご支援をよろしくお願い

申し上げます。

超高齢化社会を迎える中、地域住民の方々や先生方の多様なニーズにお応えするため、当院では10月より「地域包括ケア病棟」
を開設することといたしました。在宅療養中の方やそのご家族、先生方に安心を提供し、頼りにされる病院となれるよう努力し
てまいります。先生方のご利用をお待ちしております。 

TOPICS 地域包括ケア病地域包括ケア病棟 10月開設のお知らせ月開設のお知らせ

『顔の見える連携』推進のため、今年度も多くの先生方のご参加をお待ちしております。

TOPICS 第17回 地域医療懇話地域医療懇話会・懇親会懇親会 開催のお知ら開催のお知らせ

平成26年 11月20日（木）19:00～  グランドプリンスホテル新高輪  パミール館１階 「旭光・瑞光」

News&News

去る6月10日（火）18：30より当院外来ホールにて開催され、近隣の先生方を含む合計160名が参加さ
れました。今回は、泌尿器科 石原順就医長による「泌尿器科の紹介」の講演の後、患者サービス研究
所代表の三好章樹先生による「心に響く瞬間を創り続ける病院の条件」の特別講演がありました。
三好先生のおっしゃっていた「一日一名場面」を作るという言葉がとても印象的でした。

みなと・品川コミュニケーションセミナー  開催報告第10回

去る7月18日（金）19：00より当院外来ホールにて開催され、近隣の先生や幼稚園・小中学高校の
先生方を含む合計80名が参加されました。小児科 辻祐一郎部長による「夏場に注意を要する感染症」
の講演の後、東京慈恵会医科大学附属病院感染対策室室長の中澤靖先生による「チームで高める感染対策」の特別講演がありました。集
団感染という言葉がテレビでもよく取り上げられるなど、近年『感染症対策』の重要性が増してきており、皆さん真剣に耳を傾けていました。

医療感染講習会  開催報告第28回

JCHO東京高輪病院
院 長

新任のご挨拶新任のご挨拶

※開始時間や演題等の詳細につきましては、
　後日お知らせいたします。

※詳細については別紙にてお知らせいたします。

泌尿器科  石原医長 三好先生

中澤先生小児科  辻部長

木村 健二郎
き   むら     けん   じ   ろう



新任医新任医師のごのご紹介

専門分野：消化器内科、とくに胆膵疾患
趣味：株主優待とふるさと納税の研究および
実践  好きな食べ物：牛丼、カレーライス
診療に対する意気込み：大学病院や大病院と
比べられても遜色ないレベルの医療を提供で
きるよう全力を尽くします。

編集後記 10月に地域包括ケア病棟がオープンし、11月に地域医療懇話会・懇親会を開催します。当院は今後も様々な取り組みを通して積極的に地域の

皆様との関わりを持ち、ご意見やご指導を頂戴しながら「地域医療・地域包括ケアの要」となれるよう努めていきます。     （地域連携室  中野）

平野  賢二
ひら  の      けん  じ

内科（消化器）部長

市村  知佳
いち  むら      ち    か

皮膚科医師

専門分野：内科学、腎臓疾患・高血圧
趣味：ハーモニカ、マジック
好きな食べ物：職員食堂の定食
診療に対する意気込み：病院長としての考えは
「新任のご挨拶」に書きました。

木村  健二郎
き   むら    けん  じ  ろう

院 長

専門分野：皮膚科一般
趣味：読書
好きな食べ物：イチゴ
診療に対する意気込み：日々精進していこうと
思います。宜しくお願いします。

　いつもたくさんの症例の御紹介ありがとうございます。４月からスタッ

フの移動もあったため改めて当科の御紹介をさせていただきます。

　手術に関しては、食道癌、胃癌、大腸癌を中心に膵頭十二指腸切

除術、肝切除術などの高難易度消化器手術も行っております。 近

は、緊急手術、消化器悪性疾患、肝胆膵領域の内視鏡下手術も積

極的に施行しております。

　乳癌に関しましては、乳癌定型手術を行っており、形成外科とも

協力して乳房再建術にも対応できる体制となっております。鼠径ヘ

ルニア、痔核 （根治手術、硬化療法）等の症例も患者様の状態に合

わせて治療法を選択していきます。下肢静脈瘤に対するストリッピ

ング手術、硬化療法にも力を入れています。そして、終日オンコー

ル体制をとっていますので時間内外関わらず緊急対応も行っており

ますので、いつでもご紹介ください。

　近隣にはたくさんの施設があり、手術まで時間がかかることもありま

すが、当科はほとんどお待ちにならずに手術を受けていただくことが

できるところがメリットだと思っております。経験豊富なスタッフが安全

で良質な手術を提供します。それらは、内科とのネットワークも充実し

当院で行っている術式
食 道

胃

小腸
・
結腸

肝

胆

膵

脾
末梢血管

乳腺

その他

直腸
・
肛門

食道癌（右開胸/開腹、左開胸/開腹）

胃癌（幽門側胃切除・胃全摘術・バイパス術）
腹腔鏡補助下胃切除術
胃瘻造設術（内視鏡的手技を含む　PEG）

大腸癌（回盲部切除術・結腸部分切除術・S状結腸切除術
結腸右半切除術・結腸左半切除術・結腸全摘除術）
（開腹、腹腔鏡下）
人工肛門造設・閉鎖術　大腸全摘回腸肛門吻合術
虫垂切除術（開腹、腹腔鏡下）　腸閉塞手術

直腸癌（直腸切断術・高位低位前方切除術）（開腹、腹腔鏡下）
経肛門的直腸腫瘍摘出術　痔核切除術　内痔核硬化療法
痔瘻根治術　直腸脱手術

肝細胞癌、転移性肝腫瘍（右肝切除、左肝切除、左3区域切除、
外側区域切除、亜区域切除、肝部分切除）
肝良性腫瘍（肝血管腫、限局性結節性過形成FNH）
肝嚢胞手術（腹腔鏡下、経皮穿刺ドレナージ）

胆道癌（肝内胆管癌、肝門部胆管癌、胆嚢癌、中下部胆管癌、
十二指腸乳頭部癌）（膵頭十二指腸切除術・肝3区域切除術）
総胆管切開術
胆嚢摘出術（胆嚢炎・胆石症・胆嚢ポリープ）　胆道再建術
胆道バイパス術

膵癌（膵頭十二指腸切除術・膵体尾部切除術・膵腫瘍核出術）
急性膵炎手術　膵石症手術

脾摘術（開腹、腹腔鏡下）

下肢静脈瘤（ストリッピング・硬化療法・瘤切除術）

乳癌（乳房全摘、乳房部分切除）
乳房再建術（形成外科と合同）

臍ヘルニア・鼠径ヘルニア手術　急性汎発性腹膜炎手術
消化管穿孔部閉鎖術
腹壁瘢痕ヘルニア手術（開腹、腹腔鏡下）
後腹膜腫瘍手術　腹壁・腸間膜・大網腫瘍切除
皮下腫瘍摘出術　リンパ節生検
中心静脈ポート留置術　腹膜透析カテーテル留置術

日本外科学会 専門医・指導医
日本消化器外科学会 認定医
日本消化器病学会 専門医
日本移植学会 認定医
日本肝臓学会 専門医
日本がん治療認定機構 認定医
日本プライマリ・ケア連合学会 認定医・指導医
マンモグラフィ読影 認定医
日本肝胆膵外科学会 評議員

池田  真美
いけ だ     ま  み

日本外科学会 認定医・専門医・指導医
日本消化器外科学会 認定医
日本静脈栄養学会 認定医
マンモグラフィ読影 認定医

小山  広人
こ  やま   ひろ  と

日本外科学会 認定医・専門医
血管内レーザー焼灼術 実施医
弾性ストッキングコンダクター
内痔核四段階注射法 実施医
マンモグラフィ読影 認定医

蜂谷  裕之
はち や    ひろ ゆき

日本外科学会 専門医
日本乳癌学会 専門医 評議員（元総務理事）
日本臨床外科学会 評議員
日本消化器外科学会 認定医
日本がん治療認定機構 暫定教育医
マンモグラフィ読影 認定医

吉本  賢隆（非常勤）
よし もと   まさ たか

日本外科学会
認定医・専門医 修練中

谷本  芽弘理
たに もと　  め  ぐ  り

●時間外の創傷処置、
　虫垂炎、消化管穿孔等の
　緊急疾患の積極的な対応。
●御紹介から手術までが短期間で、
　安全で確実な手術の提供。
●腹腔鏡手術（消化管・肝胆膵）
●下肢静脈瘤外来  　●乳癌手術
●地域医療

当科のセールスポイント当科のセールスポイント

2014年度 賛同医療機関

10月19日は
乳がん検査を受診
できる日曜日です

当科も参加致します
事前予約制

TEL:03-3443-9555
（健康管理センターまで）

診療科紹介診療科紹介 外科
ており術前検査も迅速に行うことができるからだと思っております。緩

和医療に対しても積極的に行っており、大学病院からの後方支援施

設としての仕事も担っております。

　これからも皆様方の御協力のもと地域の中核病院として、そして、

患者様にとって 高の医療を迅速に提供することをモットーとしてい

きます。これからも地域医療連携のほどよろしくお願いいたします。

たくさんの症例お待ちしております。

スタッスタッフ
紹介紹介


