
vol.66
2018.1

うぇーぶ
JCHOだより

医療連携・患者支援センター

C o n t e n t s

新年を迎えて～連携による地域医療の充実～

                                    院長　木村 健二郎
東京高輪病院 医師のご紹介 パート１
最新鋭 80 列 CT 装置を導入しました
                        副診療放射線技師長　小竹 学
Information
第２回  高輪臨床神経セミナー 開催のご案内
News&News
第20回  地域医療懇話会･懇親会 開催のご報告

独立行政法人 地域医療機能推進機構

〒108-8606 東京都港区高輪３丁目１０番１１号
 TEL：03-3443-9576 FAX：03-3443-9570
 http://takanawa.jcho.go.jp/

心のこもった医療を安全に提供します。病 院 理 念

第２回 高輪臨床神経セミナー 開催のご案内第２回 高輪臨床神経セミナー 開催のご案内
日時：平成30年 2月19日（月） 18:50～20:30

場所：当院１Ｆ 外来ホール

※詳細については、改めてご案内をいたします。

新年を迎えて ～連携による地域医療の充実～

JCHO東京高輪病院  院長 木村 健二郎
き   むら     けん   じ   ろう

　新年をつつがなくお迎えのこととお慶び申し上げます。

　新しい年を迎え当院は、「心のこもった医療を安全に提

供する病院（当院の理念）」「地域に必要とされる地域のた

めの病院」としてさらに発展すべく決意を新たにしてい

るところです。

　当院は港区の高輪に位置する239床の急性期病院で

すが、周囲には多くの急性期病院があります。現在、地域

医療構想に基づいて病院の機能分担が進められていま

す。当院は3年前に49床を地域包括ケア病床とし残りの

190床を急性期病床（うち6床はHCU）とした混合型の

病院として地域医療に貢献するという方向性を打ち出し

ました。また、本年の4月以降、「訪問看護ステーション」

を開設する予定です。これにより、当院には「急性期から

回復期そして在宅へと切れ目のない医療」を提供する体

制が整うことになります。このような体制のもと、地域の

病院や診療所の先生方、訪問看護ステーションの皆様方、

関係諸機関や行政の皆様方との「連携」と「役割分担」によ

り地域医療の発展に貢献してまいります。

　病院間の連携に関しましては、昨年、東京慈恵会医科

大学病院、済生会中央病院およびNTT東日本関東病院の

3病院と連携協定を結びました。また、今後、さらに他の

病院とも連携協定を結ぶ予定です。このような病院間の

連携で、それぞれの病院の機能を充分に発揮できるよう

に患者の紹介と受け入れを促進してまいります。これに

より地域における急性期疾患をもつ患者の受入の円滑化

がはかれます。また、他の病院で急性期治療が終わった患

者を当院の地域包括ケア病棟に受け入れ在宅復帰を支援

していきます。このような病院間の連携が従来の病診連

携と共に地域医療の発展にますます重要になってくると

考えています。

　当院は地域の皆様のために、さらに前進してまいりま

す。今後とも、ご指導、ご鞭撻の程よろしくお願い申しあ

げます。本年が皆様にとって輝かしい年になりますよう

お祈り申しあげます。

Information
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10月27日金曜日、第20回地域医療懇話会・懇親会をグランドプリンスホテル高輪にて開催致しました。今回、病院40施設、医院・クリニッ

ク76施設、歯科クリニック7施設、訪問看護ステーション他21施設よりご来場いただき308名の方にご参加いただきました。懇親会では

様々なご意見等をいただき、まだまだ地域の方々に貢献できるよう努力していく必要があることを認識いたしました。お忙しい中あり

がとうございました。

地域医療懇話地域医療懇話会・懇親会懇親会
開催のご報告開催のご報告

第20回

編集
後記

明けましておめでとうございます。昨年の地域医療懇話会・懇親会は第20回という記念の会となり、前回より100名以上

も多くご参加を頂きお忙しい中ありがとうございました。さて、今年は医療保険と介護保険のダブル改訂の年を迎えます。

受診者の方にとっても負担増の年となるようです。病気になる前にまず予防！食生活にも気を付けて一年を過ごしていき

たいと思います。                                                                         （医療連携・患者支援センター 飯田一郎）
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　当院では、さまざまな臨床ニーズに応えるため、このたび最新鋭
の高性能80列CT装置を導入致しました。
　この装置は、従来の64列CTに比べ、高速に全身の撮影高速に全身の撮影が行えま
す。撮影時間及び検査時間が短縮撮影時間及び検査時間が短縮されることにより、患者様の息止
めの時間が短くなるほか、小児や高齢者等撮影中に動いてしまう
可能性がある方でも撮影しやすい、という利点があります。心臓心臓
CTCTでは最短では最短3心拍で撮影可能心拍で撮影可能です。
　また架台開口径が架台開口径が780mm780mmと大きくなっているため、圧迫感の圧迫感の
少ない環境少ない環境で検査を受けていただくことができ、腕を上げた状態
や膝を曲げた状態でも検査が可能となります。寝台は左右動機能
を有し、患者様を動かすことなく、最適なポジションで撮影が行え
ます。患者様の検査への不安を軽減する為に息止め指示のガイド
機能も搭載されています。
　CT画像につきましても、0.5mm0.5mmスライスの細かいデータ収集スライスの細かいデータ収集
に加え、最新技術（最新技術（PURE VISION DetectorPURE VISION Detector、AIDR3DAIDR3D 等）に
より高画質な画像を従来の半分程度の線量の低被ばく撮影従来の半分程度の線量の低被ばく撮影によっ
て得ることが可能になりました。

検査日が直接予約できる放射線検査名
MRI検査：単純MRI、MRA、
MRCP 造影MRI、MRA

CT検査：単純CT、造影CT、CTA、
3DCT

核医学検査（シンチグラフィー）：
ガリウムシンチ、タリウムシンチ、
骨シンチ、心筋血流シンチ、脳血流
シンチ、肺換気血流シンチ、甲状腺
シンチ、出血シンチ、腎血流シンチ、
肝脾シンチ、RIアンギオグラフィー

マンモグラフィー検査

骨密度検査

検査結果は
ご要望に応じ、
FAX又は
郵送にて
お送りいたし
ます。

放射線検査
※造影検査は
同意書も必要

最新最新鋭80列CT装置を導入しました装置を導入しました

　金属アーチファクト低減技術のSEMARでは、今までアーチ
ファクトで読影が困難であった体内金属のある患者データでも、
読影できる可能性が出てきます。
　画像再構成は、最速最速6060画像画像/秒の高速システム秒の高速システムが搭載されてお
り、撮影後すぐに画像を3次元処理し、読影環境へ配信することが
できるため、先生方の円滑な診断につなげる先生方の円滑な診断につなげることができます。
　東京高輪病院では、今後とも地域の先生方にお役にたてるよう
な臨床画像、画像診断を提供できるよう努めてまいりますので、
よろしくお願い致します。
　ご意見ご要望などありましたら、お気軽にお寄せください。

高速かつ高精細な撮影を低線量で行えます

副診療放射線技師長 小竹 学
こ   たけ    まなぶ

察 地域連携係までお電話ください。(直通TEL:03-3443-9576）
▼

拶 その場ですぐに放射線科へお繋ぎし、検査日をお取りいたします。
▼

撮 FAX予約診療受付票兼案内表にご記入の上、
 地域連携係までFAX（03-3443-9570）をお願いいたします。
 事前にカルテを作成しお待ちいたします。

全身撮影64列と80列の撮影時間比較
人工股関節置換術のOriginal画像と

SEMAR再構成画像比較 （SEMARカタログより抜粋）

※ FAX予約診療受付票兼案内表はホームページよりダウンロード
　または地域連携係までご連絡ください。

放射線検査予放射線検査予約は紹介元の先生・スタッフよりご連絡ください紹介元の先生・スタッフよりご連絡ください
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医師のご紹介医師のご紹介
東京高輪病東京高輪病院
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東京高輪病院　院長

木村　健二郎
き   むら     けん  じ   ろう

専門分野：内科
 腎臓疾患一般、高血圧
趣味：ハーモニカ、マジック
座右の名：人間はいくつになっても進歩でき
る。これでよいということはない。
（大東流合気道柔術宗範 佐川幸義先生）
メッセージ：東京高輪病院は地域のために、
地域と共に発展してまいります。

東京高輪病院　管理部長

山本　雅人
やま  もと　   まさ  と

専門分野：循環器内科
 心血管のカテーテル治療
趣味：マラソン
座右の名：平常心
愛読書：月刊ランナーズ
メッセージ：お互いに気持ちのいい地域医療
連携をしていきたいと思います。

東京高輪病院　管理部長

前川　久登
まえ  かわ　   ひさ  と

専門分野：消化器内科
 肝疾患
趣味：ランニング
メッセージ：
成人病としての肝疾患について取り組みた
いと考えています。

松田  剛
まつ  だ　   たけし

専門分野：循環器内科
 プライマリーケア
趣味：サッカー
好きな食べ物：和食
診療に対する意気込み：地域に根差すことを
前提に、幅広い疾患に対処して参ります。同
時に専門である虚血性心疾患の治療に従事
精進して参ります。堀　真規

ほり　  まさ  き

専門分野：循環器内科
 虚血性心疾患、閉塞性動脈硬化症
趣味：食べること
好きな食べ物：パスタ
診療に対する意気込み：
全ては患者さんのために。

鎌田　勇樹
かま  た　    ゆう  き

専門分野：呼吸器内科
 気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患、
 睡眠時無呼吸症候群
趣味：映画鑑賞
好きな食べ物：りんご、カレーライス
診療に対する意気込み：
宜しくお願い致します。

渡邉　健雄
わた なべ　   たけ   お

専門分野：消化器内科　胆膵疾患
趣味：鉄道
好きな食べ物：何でも大丈夫（肉）
診療に対する意気込み：一般消化器疾患に加
え、特に胆膵領域で緊急治療にも対応して
いきます。また、地域の先生方や、大学病院
とも連携をとり、患者さんにベストな医療を
提供できるように心がけています。

森瀬　敦之
もり   せ　    あつ  し

専門分野：糖尿病代謝科
趣味：サーフィン
好きな食べ物：肉、和食
診療に対する意気込み：
血糖に関して些細な事でもご相談下さい。
どうぞよろしくお願いします。

糸井　崇修
いと  い　    たか  のぶ

専門分野：糖尿病・代謝内科　
趣味：散歩
好きな食べ物：うどん
診療に対する意気込み：
血糖コントロール不良な方がいらっしゃい
ましたらご紹介下さい。

原田　庸寛
はら   だ    　のぶ ひろ

専門分野：肝胆膵外科
 消化器外科
趣味：旅行
好きな食べ物：ポテト、担担麺
診療に対する意気込み：
全力で患者さんをサポートします。

池田　真美
いけ  だ　     ま   み

専門分野：消化器外科
 肝胆膵外科
趣味：旅の計画、食べ歩き
好きな食べ物：牡蠣、大蒜
診療に対する意気込み：
患者様の一大事に役立てる医師でありたい
です。

東京高輪病院　副院長

小山　広人
こ  やま　   ひろ   と

専門分野：消化器外科
 栄養管理、緩和ケア
趣味：ジョギング
座右の名：少年老い易く　学成り難し
メッセージ：当院は都会のオアシスです。

東京高輪病院　副院長

日山　博文
ひ   やま　   ひろ ふみ

専門分野：脳神経外科
 脳腫瘍、脳血管障害
趣味：山登り、ゴルフ
座右の名：小人閑居に不善をなす
愛読書：フランス文学
メッセージ：
皆様方とこの地域の地域医療構想を考えて
いきたいと思います。

東京高輪病院　管理部長

白土　貴史 
しら   と　    たか  し

専門分野：整形外科
 膝、外傷一般、スポーツ障害　
趣味：車
座右の名：一日一善
愛読書：カモメのジョナサン
メッセージ：どんな症例でもご相談下さい。

東京高輪病院　健康管理センター長

古川　恵理
ふる  かわ　    え   り

専門分野：内科
 循環器、生活習慣病　
趣味：国内旅行
座右の名：
守るべきは守り、変えるべきは変える
愛読書：日本の古典
メッセージ：よろしくお願いいたします。

田尻　勇太
た   じり　   ゆう  た

専門分野：循環器内科
 冠動脈疾患、先天性心疾患
趣味：スポーツ観戦
好きな食べ物：カレー
診療に対する意気込み：
わかりやすい説明を心がけます。

平野　賢二
ひら  の　    けん  じ

専門分野：消化器内科
 胆膵疾患
趣味：
株主優待、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：
胆膵領域の内視鏡治療、癌治療に幅広く対
応できるよう努めます。

山本　康隆
やま  もと　   やす たか

専門分野：腎臓内科　透析
 腎炎、バスキュラーアクセス関連
趣味：ゴルフ、テニス
好きな食べ物：刺身
診療に対する意気込み：
腎疾患に関して幅広く対応させていただき
ます。今後、当院での腹膜透析導入を増やし
ていきたいと思っています。 森川　友喜

もり  かわ　   とも  き

専門分野：腎臓内科　
趣味：ランニング
好きな食べ物：肉なら何でも
診療に対する意気込み：腎炎疑い、透析のト
ラブルなど是非ご紹介下さい。
今後 当院でのVAIVT（バスキュラーアクセス
インターベンションセラピー）を増やしてい
けたらと思います。

津本　学
つ  もと　  まなぶ

専門分野：神経内科、認知症
趣味：旅行　好きな食べ物：蕎麦
診療に対する意気込み：診療に苦慮する初老期
認知症など早期介入を行っていきます。パー
キンソン症候群に関してはMIBG心筋シンチの
みならずDaTSCANも行うことができます。ま
た、失語や失行などの高次脳機能障害の評価
も可能です。脳梗塞後遺症などご相談下さい。 比嘉　令子

ひ   が　   りょう こ

専門分野：感染症内科
趣味：映画鑑賞
好きな食べ物：寿司
診療に対する意気込み：
感染症は身近でありながら奥深い疾患で
す。国際色豊かな品川の地で更なる研鑽を
積みつつ、皆様のお役に立てることを願っ
ております。

多胡　和馬
た    ご　    かず  ま

専門分野：一般外科
 消化器外科
趣味：テニス
好きな食べ物：ワイン
診療に対する意気込み：
患者さん一人一人に適した医療を安全にわ
かりやすく提供致します。

中村　真衣
なか  むら　    ま    い

専門分野：外科
趣味：歌うこと
好きな食べ物：みかん、栗
診療に対する意気込み：
石の上にも三年！
がんばりますのでよろしくお願いします。
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