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事務部長　山田　賢二
　４月１日付で東京病院の事務部長でお世話になることになりました山田と申します。どうぞ
宜しくお願い致します。これまでは厚生労働省や国立病院機構本部での勤務経験しかなく、当院
のような歴史、伝統がある病院で働かせて頂くこととなり大変光栄に思っております。
　院内を見渡せば桜の園の桜をはじめとする様々な草木が林立し、自然豊かな環境でマイナス
イオンを感じながら日々充実して仕事をさせて頂いております。
　さて、当院は平成１６年度の独立行政法人移行後、大変厳しい経営状況を続けてきましたが、
最近３年間では診療報酬改定や消費増税の影響を受けながらも、積極的な救急患者の受入れ、医
療機能の充実など職員一同の努力により黒字経営に転嫁したところであります。来年度は診療
報酬と介護報酬の初めての同時改定が実施されますが、準備を怠ることなくしっかりと対応し
ていけば、引き続き安定した経営基盤が構築できるものと確信しております。
　当院が、これまで以上に地域住民の皆様から信頼、期待され、地域医療に貢献できるよう、職員
の皆様とともに協力、団結してやっていきたいと思いますので、宜しくお願い致します。

管理課長　横田　文昭
　４月１日付けで昨年は大河ドラマ真田丸で大いに賑わいました長野県上田市にあります信
州上田医療センター事務部企画課経営企画室長から配置換で参りました横田と申します。
元々は千葉県市川市出身で、4年ぶりに関東に戻って参りました。
　東京病院は初めての勤務になりますし、独法化後は管理課業務は初めてとなりますが、職
員の皆様を陰から支える管理課を実践していきたいと考えております。どうぞよろしくお願
いいたします。

経営企画室長　久米　俊
 　本年 4 月の人事異動で千葉医療センターから配置換えとなりました、経営企画室長の久
米と申します。東京病院での勤務は 6 年半ぶりの 2 度目となります。その間、当院の経営状
況は平成 26 年度から黒字に転じ、28 年度までの 3 年間、黒字経営を続けております。幹部
の皆様を先頭に職員一丸となって経営改善に取り組んだことがうかがえます。私も皆様の一
員として、少しでもお役にたてればと考えておりますので、何卒よろしくお願い致します。

作業療法士長　大島　真弓
　4 月 1 日より国立精神・神経医療研究センターより参りました。下志津病院をスタートに
村山医療センターなどを経て、東京病院の作業療法士長に着任したことに、旧国立療養所東
京病院附属リハビリテーション学院の卒業生として、感慨深い思いです。精神障害・小児を
含む身体障害　両分野を経験して参りましたが、精神科デイケアでの就労支援を中心に精神
科での仕事が長くなりました。今後は、砂原先生初め教えて頂いた諸先生方への思いを胸に、
リハビリテーション　マインドを大切にしながら、初心に立ち返って、地域に貢献できる質
の高い作業療法が提供できるよう、優秀な若いスタッフの皆さんと、業務に取り組んでいく
所存です。今年度、作業療法部門は異動者・新人と私を含め 5 名の新入職者がおります。1
日も早く東京病院のシステムに慣れて、チームの一員として皆様のお役に立てるよう頑張っ
ていきますので、ご指導と共に温かい声援をどうぞよろしくお願いします。

薬剤部長　稲生 和彦
　４月１日付けで薬剤部長を拝命いたしました稲生和彦と申します。東京病院で勤務ができ
ることを大変嬉しく感じております。
　近年、薬剤師は病棟に常駐することにより、医療チームの一員として薬物療法に積極的に
取り組んでいます。そして今後は医療の質や安全性の向上への関わりを今まで以上に強めて
いかなければならないと考えています。そのためには個々の薬剤師がより高度な専門性を持
つこと、薬剤師が何を求められ、何をすべきか、そして何ができるのかを考え行動すること
が大切であり、それらを実行することができる体制を整えてまいりたいと思います。
　薬剤部の薬剤師は他の医療従事者との連携を密にし、患者さん一人ひとりが安心して医薬
品をお使いいただくことが出来るよう努力して参ります。今後ともどうぞよろしくお願いい
たします。
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眼科医長　上甲　覚

「はじめに」

　私は、自宅でコーヒーを入れる時、「違いのわかる男のコーヒー」とつぶやく、少々古い

タイプの人間であります。ただし、国立福井大学医学部を卒業後、東京大学医学部の眼科学

教室に入局した1989年（平成元年）当時は、新人類世代と呼ばれておりました。

「本題」に入ります。

　2017年4月に、当院の眼科医師に就任いたしました。西行や芭蕉が愛でた、また多くの日本人が関心を示す「桜

の花」が咲く季節で、新たな出発です。どうぞよろしくお願いいたします。

　少し古い話になりますが、1995年（地下鉄事件や関西地区で大地震があった年）に、東京病院の近くにある

ハンセン病の施設で眼科医として働いておりました。眼科医師は、わたし1人でしたが、外来・手術、そして

医学博士号取得のための研究もしておりました。主に、ハンセン病の患者（既往者）さんの目の病気の診察と治療。

手術は、白内障を中心に行っておりました。その当時の実績に関係する論文の一部を以下に載せておきます。

＊ハンセン病患者の白内障に対する超音波水晶体乳化吸引術と眼内レンズ挿入術．日本ハンセン病学会誌65号：

1996年

＊片眼失明のハンセン病性ぶどう膜炎患者の白内障手術成績．臨床眼科63号：2009年

　また、約10年間勤務していた武蔵野赤十字病院でも、白内障手術に関する業績を多数残してきました。最近

の原著論文もご参考までに記載しておきます。

＊超音波白内障手術後に強膜炎を合併した、角膜混濁と強度近視のある1症例．臨床眼科69号：2015年

＊成熟白内障モデル眼の試作．あたらしい眼科33号：2016年

「おわりに」

　後ろを振り向いて、過去の実績を中心に、その一部

を文章にまとめてみました。白内障の手術を得意とし

ておりますが、腕が落ちないように、トレーニング方

法も工夫しております。「桜の花」のように興味を持

たれなくても、私でよろしければ、紹介状をご持参の

上、受診してみてください。「桜の花」の散った後でも、

お待ちしております。

診療部　新任のご挨拶

コメディカル　新任のご挨拶

事務部　新任のご挨拶
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呼吸器内科専修医　金野　史
　4 月から呼吸器内科専修医として勤務させていただいております。伝統のある、大変
恵まれた環境で新しい春を迎え、身にあまる喜びを感じております。いつでも謙虚さを
忘れずに、また、患者さん 1人ひとりの人生の力添えとなるべく、温かく強い心を持って、
診療させて頂きたいと思います。若輩の身で、至らない点も多く、皆様に失礼をおかけ
することも多いと思いますが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

呼吸器外科医師　四元　拓真
　茅ヶ崎市立病院より異動してきました。慣れないことばかりですが 1 日でも早く慣れて
東京病院での医療に貢献したいと思います。当院呼吸器外科の特色として炎症性疾患の手
術が豊富であり経験を蓄積できればと考えております。
　趣味としてはテニスをやってきましたので、一緒にやれる方がいらっしゃればお声がけ
ください。宜しくお願いします。

呼吸器内科専修医　城　幸督
　4 月から東京病院で研修をさせていただくこととなりました城　幸督と申します。私
は 10 年目で専修医としては少し年をとってしまっていますが、感染症専門医をはじめ
とした専門医の取得や 2019 年に地元で行われる結核病学会に向けて日々臨床と臨床研
究にも取り組んで参りたいと思います。 よろしくお願いします。

呼吸器内科専修医　山本　章太
　呼吸器診療全般とともに、呼吸器領域のインターベンションにも強い興味があります。
若輩者ですが、何卒よろしくお願いします。

呼吸器内科専修医　花井　みき
　4 月より呼吸器内科専修医として勤務させて頂いております花井みきと申します。島根
大学卒業後東京大学の初期研修プログラムで 1 年目を藤枝市立総合病院、2 年目を大学で
研修し、呼吸器内科入局後は 2 年間世田谷の関東中央病院の呼吸器内科で後期研修を行い
ました。各分野で御高名な先生方に直接ご指導頂け、また当院でなければお会いすること
の出来ない疾患を持った患者様の治療にあたらせて頂けるこの環境に感動と感謝の毎日で
す。多くのことを学びながら、患者様とそのご家族との信頼関係を大切にした医療を他職
種の方々と共に行っていきたいと思っておりますので、至らない点も多いかと思いますが
どうぞ宜しくお願いいたします。

呼吸器内科専修医　渡辺　将人
　５西病棟に配属されました渡辺将人と申します。千葉県の東京ベイ・浦安市川医療セ
ンターで初期研修を行い、現在医師３年目になります。スポーツが好きで、気分転換に
よくランニングしています。呼吸器は患者様の全身管理に大きく関わる重要な臓器のひ
とつです。患者様やご家族の想いに寄り添いながら、最善の治療を提案できるよう日々
精進して参ります。未熟な点も多く、ご迷惑をおかけすることもあると思いますが、よ
ろしくお願い致します。

呼吸器内科専修医　新福　響太
　４月から呼吸器内科専修医として 6 東 ,7 東で働かせていただいております新福響太と
申します。現在卒後５年目で信州大学卒業後に東京都済生会中央病院で初期研修を行い、
東京慈恵会医科大学呼吸器内科に所属し当院へ出向しました。１つ１つの症例を丁寧に
診療し、呼吸器内科疾患について幅広く貪欲にまなび還元し、退院後の環境調整も含め
て患者さんにとって最良の医療を提供できるように頑張りたいと思います。ご迷惑おか
けすることもあるかと思いますが、精一杯頑張りますので、よろしくお願いいたします。

呼吸器内科専修医　長瀬　まき
　初めまして。今年度より入職し、6 西病棟に配属となった長瀬まきです。昨年度まで
千葉県にある国保旭中央病院で 2年間の初期研修を行い、現在医師 3年目となりました。
呼吸器内科医としては 1 年目なので、知識や経験が乏しい状態ですが、常に「全ては患
者様のために」という精神で仕事に取り組んでいきたいと思っています。皆様、これか
らよろしくお願い致します。

５東病棟　看護師長　早川　豪則
　４月１日付けで国立成育医療研究センターから参りました、早川豪則と申します。
　小児病棟での勤務が長く、久しぶりの成人病棟勤務で何かと慣れずご迷惑をおかけして
おりますが、看護部をはじめとする東京病院の素晴らしいスタッフの皆さまに支えられて
おります。患者さまの立場に立って、安全でご満足いただける看護を目指して日々尽力い
たします。また、地域の各医療機関様と連携し、地域の皆さまにご信頼いただけるような
看護を行えるよう努力いたします。どうぞよろしくお願いします。

７東病棟　看護師長　井上　由香
　平成 29 年 4 月 1日付けで、九州グループ西別府病院よりまいりました。7 東病棟　井上
由香と申します。初めての東京勤務と電車通勤に少し緊張していますが、皆様に優しくご
支援、ご指導して頂き感謝いたしております。患者様の立場に立ったあたたかい看護、働
きやすい職場を目指していきたいと思います。どうぞ宜しくお願いいたします。

副看護部長　仲田　恵美
　4月 1日付で赴任いたしました副看護部長の仲田恵美と申します。
　早いもので 1ヶ月が経とうとしていますが、病院の建物だけではなく、敷地の広さに
まだまだ圧倒されております。病棟ラウンドは管理棟の端から緩和病棟の端まで、毎日
いい運動だなぁと思いながら回っております。
　先日、看護師長会で病院裏にあります『桜の園』や『外気舎』の見学をさせていただ
きました。新しいものと古き歴史を大切にしている東京病院であることがわかりました。
私も東京病院の一員となり、微力ながら看護部が一枚岩となり、病院の発展に貢献でき
るよう、努力して参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

看護部　新任のご挨拶
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呼吸器内科専修医　金野　史
　4 月から呼吸器内科専修医として勤務させていただいております。伝統のある、大変
恵まれた環境で新しい春を迎え、身にあまる喜びを感じております。いつでも謙虚さを
忘れずに、また、患者さん 1人ひとりの人生の力添えとなるべく、温かく強い心を持って、
診療させて頂きたいと思います。若輩の身で、至らない点も多く、皆様に失礼をおかけ
することも多いと思いますが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

呼吸器外科医師　四元　拓真
　茅ヶ崎市立病院より異動してきました。慣れないことばかりですが 1 日でも早く慣れて
東京病院での医療に貢献したいと思います。当院呼吸器外科の特色として炎症性疾患の手
術が豊富であり経験を蓄積できればと考えております。
　趣味としてはテニスをやってきましたので、一緒にやれる方がいらっしゃればお声がけ
ください。宜しくお願いします。

呼吸器内科専修医　城　幸督
　4 月から東京病院で研修をさせていただくこととなりました城　幸督と申します。私
は 10 年目で専修医としては少し年をとってしまっていますが、感染症専門医をはじめ
とした専門医の取得や 2019 年に地元で行われる結核病学会に向けて日々臨床と臨床研
究にも取り組んで参りたいと思います。 よろしくお願いします。

呼吸器内科専修医　山本　章太
　呼吸器診療全般とともに、呼吸器領域のインターベンションにも強い興味があります。
若輩者ですが、何卒よろしくお願いします。

呼吸器内科専修医　花井　みき
　4 月より呼吸器内科専修医として勤務させて頂いております花井みきと申します。島根
大学卒業後東京大学の初期研修プログラムで 1 年目を藤枝市立総合病院、2 年目を大学で
研修し、呼吸器内科入局後は 2 年間世田谷の関東中央病院の呼吸器内科で後期研修を行い
ました。各分野で御高名な先生方に直接ご指導頂け、また当院でなければお会いすること
の出来ない疾患を持った患者様の治療にあたらせて頂けるこの環境に感動と感謝の毎日で
す。多くのことを学びながら、患者様とそのご家族との信頼関係を大切にした医療を他職
種の方々と共に行っていきたいと思っておりますので、至らない点も多いかと思いますが
どうぞ宜しくお願いいたします。

呼吸器内科専修医　渡辺　将人
　５西病棟に配属されました渡辺将人と申します。千葉県の東京ベイ・浦安市川医療セ
ンターで初期研修を行い、現在医師３年目になります。スポーツが好きで、気分転換に
よくランニングしています。呼吸器は患者様の全身管理に大きく関わる重要な臓器のひ
とつです。患者様やご家族の想いに寄り添いながら、最善の治療を提案できるよう日々
精進して参ります。未熟な点も多く、ご迷惑をおかけすることもあると思いますが、よ
ろしくお願い致します。

呼吸器内科専修医　新福　響太
　４月から呼吸器内科専修医として 6 東 ,7 東で働かせていただいております新福響太と
申します。現在卒後５年目で信州大学卒業後に東京都済生会中央病院で初期研修を行い、
東京慈恵会医科大学呼吸器内科に所属し当院へ出向しました。１つ１つの症例を丁寧に
診療し、呼吸器内科疾患について幅広く貪欲にまなび還元し、退院後の環境調整も含め
て患者さんにとって最良の医療を提供できるように頑張りたいと思います。ご迷惑おか
けすることもあるかと思いますが、精一杯頑張りますので、よろしくお願いいたします。

呼吸器内科専修医　長瀬　まき
　初めまして。今年度より入職し、6 西病棟に配属となった長瀬まきです。昨年度まで
千葉県にある国保旭中央病院で 2年間の初期研修を行い、現在医師 3年目となりました。
呼吸器内科医としては 1 年目なので、知識や経験が乏しい状態ですが、常に「全ては患
者様のために」という精神で仕事に取り組んでいきたいと思っています。皆様、これか
らよろしくお願い致します。

５東病棟　看護師長　早川　豪則
　４月１日付けで国立成育医療研究センターから参りました、早川豪則と申します。
　小児病棟での勤務が長く、久しぶりの成人病棟勤務で何かと慣れずご迷惑をおかけして
おりますが、看護部をはじめとする東京病院の素晴らしいスタッフの皆さまに支えられて
おります。患者さまの立場に立って、安全でご満足いただける看護を目指して日々尽力い
たします。また、地域の各医療機関様と連携し、地域の皆さまにご信頼いただけるような
看護を行えるよう努力いたします。どうぞよろしくお願いします。

７東病棟　看護師長　井上　由香
　平成 29 年 4 月 1日付けで、九州グループ西別府病院よりまいりました。7 東病棟　井上
由香と申します。初めての東京勤務と電車通勤に少し緊張していますが、皆様に優しくご
支援、ご指導して頂き感謝いたしております。患者様の立場に立ったあたたかい看護、働
きやすい職場を目指していきたいと思います。どうぞ宜しくお願いいたします。

副看護部長　仲田　恵美
　4月 1日付で赴任いたしました副看護部長の仲田恵美と申します。
　早いもので 1ヶ月が経とうとしていますが、病院の建物だけではなく、敷地の広さに
まだまだ圧倒されております。病棟ラウンドは管理棟の端から緩和病棟の端まで、毎日
いい運動だなぁと思いながら回っております。
　先日、看護師長会で病院裏にあります『桜の園』や『外気舎』の見学をさせていただ
きました。新しいものと古き歴史を大切にしている東京病院であることがわかりました。
私も東京病院の一員となり、微力ながら看護部が一枚岩となり、病院の発展に貢献でき
るよう、努力して参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

看護部　新任のご挨拶
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事務部長　山田　賢二
　４月１日付で東京病院の事務部長でお世話になることになりました山田と申します。どうぞ
宜しくお願い致します。これまでは厚生労働省や国立病院機構本部での勤務経験しかなく、当院
のような歴史、伝統がある病院で働かせて頂くこととなり大変光栄に思っております。
　院内を見渡せば桜の園の桜をはじめとする様々な草木が林立し、自然豊かな環境でマイナス
イオンを感じながら日々充実して仕事をさせて頂いております。
　さて、当院は平成１６年度の独立行政法人移行後、大変厳しい経営状況を続けてきましたが、
最近３年間では診療報酬改定や消費増税の影響を受けながらも、積極的な救急患者の受入れ、医
療機能の充実など職員一同の努力により黒字経営に転嫁したところであります。来年度は診療
報酬と介護報酬の初めての同時改定が実施されますが、準備を怠ることなくしっかりと対応し
ていけば、引き続き安定した経営基盤が構築できるものと確信しております。
　当院が、これまで以上に地域住民の皆様から信頼、期待され、地域医療に貢献できるよう、職員
の皆様とともに協力、団結してやっていきたいと思いますので、宜しくお願い致します。

管理課長　横田　文昭
　４月１日付けで昨年は大河ドラマ真田丸で大いに賑わいました長野県上田市にあります信
州上田医療センター事務部企画課経営企画室長から配置換で参りました横田と申します。
元々は千葉県市川市出身で、4年ぶりに関東に戻って参りました。
　東京病院は初めての勤務になりますし、独法化後は管理課業務は初めてとなりますが、職
員の皆様を陰から支える管理課を実践していきたいと考えております。どうぞよろしくお願
いいたします。

経営企画室長　久米　俊
 　本年 4 月の人事異動で千葉医療センターから配置換えとなりました、経営企画室長の久
米と申します。東京病院での勤務は 6 年半ぶりの 2 度目となります。その間、当院の経営状
況は平成 26 年度から黒字に転じ、28 年度までの 3 年間、黒字経営を続けております。幹部
の皆様を先頭に職員一丸となって経営改善に取り組んだことがうかがえます。私も皆様の一
員として、少しでもお役にたてればと考えておりますので、何卒よろしくお願い致します。

作業療法士長　大島　真弓
　4 月 1 日より国立精神・神経医療研究センターより参りました。下志津病院をスタートに
村山医療センターなどを経て、東京病院の作業療法士長に着任したことに、旧国立療養所東
京病院附属リハビリテーション学院の卒業生として、感慨深い思いです。精神障害・小児を
含む身体障害　両分野を経験して参りましたが、精神科デイケアでの就労支援を中心に精神
科での仕事が長くなりました。今後は、砂原先生初め教えて頂いた諸先生方への思いを胸に、
リハビリテーション　マインドを大切にしながら、初心に立ち返って、地域に貢献できる質
の高い作業療法が提供できるよう、優秀な若いスタッフの皆さんと、業務に取り組んでいく
所存です。今年度、作業療法部門は異動者・新人と私を含め 5 名の新入職者がおります。1
日も早く東京病院のシステムに慣れて、チームの一員として皆様のお役に立てるよう頑張っ
ていきますので、ご指導と共に温かい声援をどうぞよろしくお願いします。

薬剤部長　稲生 和彦
　４月１日付けで薬剤部長を拝命いたしました稲生和彦と申します。東京病院で勤務ができ
ることを大変嬉しく感じております。
　近年、薬剤師は病棟に常駐することにより、医療チームの一員として薬物療法に積極的に
取り組んでいます。そして今後は医療の質や安全性の向上への関わりを今まで以上に強めて
いかなければならないと考えています。そのためには個々の薬剤師がより高度な専門性を持
つこと、薬剤師が何を求められ、何をすべきか、そして何ができるのかを考え行動すること
が大切であり、それらを実行することができる体制を整えてまいりたいと思います。
　薬剤部の薬剤師は他の医療従事者との連携を密にし、患者さん一人ひとりが安心して医薬
品をお使いいただくことが出来るよう努力して参ります。今後ともどうぞよろしくお願いい
たします。
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眼科医長　上甲　覚

「はじめに」

　私は、自宅でコーヒーを入れる時、「違いのわかる男のコーヒー」とつぶやく、少々古い

タイプの人間であります。ただし、国立福井大学医学部を卒業後、東京大学医学部の眼科学

教室に入局した1989年（平成元年）当時は、新人類世代と呼ばれておりました。

「本題」に入ります。

　2017年4月に、当院の眼科医師に就任いたしました。西行や芭蕉が愛でた、また多くの日本人が関心を示す「桜

の花」が咲く季節で、新たな出発です。どうぞよろしくお願いいたします。

　少し古い話になりますが、1995年（地下鉄事件や関西地区で大地震があった年）に、東京病院の近くにある

ハンセン病の施設で眼科医として働いておりました。眼科医師は、わたし1人でしたが、外来・手術、そして

医学博士号取得のための研究もしておりました。主に、ハンセン病の患者（既往者）さんの目の病気の診察と治療。

手術は、白内障を中心に行っておりました。その当時の実績に関係する論文の一部を以下に載せておきます。

＊ハンセン病患者の白内障に対する超音波水晶体乳化吸引術と眼内レンズ挿入術．日本ハンセン病学会誌65号：

1996年

＊片眼失明のハンセン病性ぶどう膜炎患者の白内障手術成績．臨床眼科63号：2009年

　また、約10年間勤務していた武蔵野赤十字病院でも、白内障手術に関する業績を多数残してきました。最近

の原著論文もご参考までに記載しておきます。

＊超音波白内障手術後に強膜炎を合併した、角膜混濁と強度近視のある1症例．臨床眼科69号：2015年

＊成熟白内障モデル眼の試作．あたらしい眼科33号：2016年

「おわりに」

　後ろを振り向いて、過去の実績を中心に、その一部

を文章にまとめてみました。白内障の手術を得意とし

ておりますが、腕が落ちないように、トレーニング方

法も工夫しております。「桜の花」のように興味を持

たれなくても、私でよろしければ、紹介状をご持参の

上、受診してみてください。「桜の花」の散った後でも、

お待ちしております。
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