
                                     

                                 

                                   

                             

                         

    

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携だより 

おおもり日赤
 

平成20年2月から新病院の建設工事を開始し、平成

した。その後、残りの東側の建設が進み、全ての建物が完成し、

た。新たな設備として、病棟2 フロアと管理部門、正面玄関、通院治療室（外来化学療

駐車場（約100 台）をオープンしております

発電だけで診療を継続し、CT・MRIも運用可能です。講堂は正面玄関脇にあり、災害時にトリアージスペースとし

ても利用できるように設計され、災害にも強い病院となっています。

 

                                     

                                 

                                   

                             〒143-8527

                         東京都大田区中央日赤 

月から新病院の建設工事を開始し、平成22年5月には新病院の大部分（西側）が建ち、診療を開始しま

した。その後、残りの東側の建設が進み、全ての建物が完成し、10月11日より新病院が全面的に開院

フロアと管理部門、正面玄関、通院治療室（外来化学療

しております。当病院は免震構造の建物で、災害停電時も

も運用可能です。講堂は正面玄関脇にあり、災害時にトリアージスペースとし

用できるように設計され、災害にも強い病院となっています。 

グランドオープン！
 

秋号（第 33 号） 

                                     平成 23 年 11 月発行 

                                 日本赤十字社東京都支部 

                                    大森赤十字病院 

8527            

東京都大田区中央 4丁目 30 番 11 号 

TEL03－3775－3111㈹ 

FAX03－3776－0004㈹ 

  

月には新病院の大部分（西側）が建ち、診療を開始しま

日より新病院が全面的に開院いたしまし

フロアと管理部門、正面玄関、通院治療室（外来化学療法室）、講堂、屋上庭園、

構造の建物で、災害停電時も3 日間給油なしに自家

も運用可能です。講堂は正面玄関脇にあり、災害時にトリアージスペースとし
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グランドオープン！ 



⋆⋆⋆医療連携室 担当看護師よりご挨拶

 
このたび、新病院の全面完成とともに医療連携室に配属になりました。新病院では、事務職、

が同じ部屋で協働できるようになり、院内の連携が取りやすくなっています。この環境を生かし、地域の医療・

看護・介護関係者の方々とより一層の連携を図り、患者さま・ご家族の方々に安心して地域で生活していただけ

るお手伝いをしてゆきたいと思っています。私は昭和

として、患者さまの退院に向けての支援にたずさわっています。また、平成

活支援講習の指導員として地域で活動しています。そして、健康生活支援講習が目指す“その人のできることを

最大限に生かし、人としての尊厳を保ちながら、その人らしく生き生きとした顔で生きていくことができるよう

に支える”ことを常に心がけています。医療連携室の活動においても、地域の皆様がその人らしく生き生きとし

た顔で生活できるように微力ながら努力してゆきたいと思います。まだ、手探りの活動ですので、ご指導ご鞭撻

のほどよろしくお願い致します。 
 

 

 

⋆⋆⋆血液内科より⋆⋆⋆ 

 

 

 

 ⋆⋆⋆呼吸器内科・呼吸器外科より

 

 

 

 

⋆⋆⋆産婦人科より⋆⋆⋆ 

 

 

 

 

 

血液内科では、週 3日（月～水）で外来診療を行っておりましたが、平成

月曜日～金曜日でご診察が可能となりました。受診希望の患者様がおりましたら、連携室でご予約致しますので、

ご連絡ください。 

 

平成 23 年 7 月より、今までの『呼吸器科』から『呼吸器内科』、『呼吸器外科』へ

つきましては、ご紹介頂く際には、『呼吸器内科』、『呼吸器外科』でご明記頂き、ご紹介頂けますようご協力よろしくお

願い致します。 
 

分娩予約状況をインターネット上で、確認することができるようになりました。

下記要領でご確認いただけますので、ご紹介の際のご参考にご利用ください。

 
病院ホームページ（http://omori.jrc.or.jp/
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担当看護師よりご挨拶 ⋆⋆⋆ 

看護副部長

このたび、新病院の全面完成とともに医療連携室に配属になりました。新病院では、事務職、

が同じ部屋で協働できるようになり、院内の連携が取りやすくなっています。この環境を生かし、地域の医療・

看護・介護関係者の方々とより一層の連携を図り、患者さま・ご家族の方々に安心して地域で生活していただけ

るお手伝いをしてゆきたいと思っています。私は昭和 51 年に大森赤十字病院に就職し、平成

として、患者さまの退院に向けての支援にたずさわっています。また、平成 20 年からは日本赤十字社の健康生

導員として地域で活動しています。そして、健康生活支援講習が目指す“その人のできることを

最大限に生かし、人としての尊厳を保ちながら、その人らしく生き生きとした顔で生きていくことができるよう

に支える”ことを常に心がけています。医療連携室の活動においても、地域の皆様がその人らしく生き生きとし

た顔で生活できるように微力ながら努力してゆきたいと思います。まだ、手探りの活動ですので、ご指導ご鞭撻

  

呼吸器内科・呼吸器外科より⋆⋆⋆ 

日（月～水）で外来診療を行っておりましたが、平成 23 年 10

月曜日～金曜日でご診察が可能となりました。受診希望の患者様がおりましたら、連携室でご予約致しますので、

『呼吸器科』から『呼吸器内科』、『呼吸器外科』へと標榜

つきましては、ご紹介頂く際には、『呼吸器内科』、『呼吸器外科』でご明記頂き、ご紹介頂けますようご協力よろしくお

インターネット上で、確認することができるようになりました。 
下記要領でご確認いただけますので、ご紹介の際のご参考にご利用ください。 

http://omori.jrc.or.jp/）→診療科案内→産婦人科（当院でお産・妊婦健診をご希望の方へ）

 
 
 

看護副部長 大沼弘子 

このたび、新病院の全面完成とともに医療連携室に配属になりました。新病院では、事務職、MSW、看護職

が同じ部屋で協働できるようになり、院内の連携が取りやすくなっています。この環境を生かし、地域の医療・

看護・介護関係者の方々とより一層の連携を図り、患者さま・ご家族の方々に安心して地域で生活していただけ

年に大森赤十字病院に就職し、平成 9 年から病棟師長

年からは日本赤十字社の健康生

導員として地域で活動しています。そして、健康生活支援講習が目指す“その人のできることを

最大限に生かし、人としての尊厳を保ちながら、その人らしく生き生きとした顔で生きていくことができるよう

に支える”ことを常に心がけています。医療連携室の活動においても、地域の皆様がその人らしく生き生きとし

た顔で生活できるように微力ながら努力してゆきたいと思います。まだ、手探りの活動ですので、ご指導ご鞭撻

10 月より、常勤医師の赴任に伴い

月曜日～金曜日でご診察が可能となりました。受診希望の患者様がおりましたら、連携室でご予約致しますので、

標榜名を変更致しました。 
つきましては、ご紹介頂く際には、『呼吸器内科』、『呼吸器外科』でご明記頂き、ご紹介頂けますようご協力よろしくお

 

）→診療科案内→産婦人科（当院でお産・妊婦健診をご希望の方へ） 



⋆⋆⋆新任医師紹介⋆⋆⋆ 

～平成 23 年 10 月 1 日付～  
★ 血液内科副部長     久

ひさ

出身大学    昭和大学 
専門分野    血液内科 
学会専門医等  日本血液学会認定血液専門医、

医、 
        日本がん治療認定機構暫定教育医

自己ＰＲ    平成 18 年から平成

        週１回担当しておりました。この度、平成

        これまで外来診療のみでしたが、入院対応が必要な患者さんの診療・治療も行えるように

        なりました。今後準クリーンルームを

        減少性紫斑病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、慢性脊髄性白血病などの治療が可能です。

        急性白血病などのより高度な治療を要する疾患については従来通り大学病院などに依頼

        いたします。常勤一人体制ですが、外来診療は昭和大学、東邦大学から非常勤医が派遣

        されており、協力して診療を行っていきます。

 

★ 外科医師       芳賀
は が

出身大学    昭和大学 
専門分野    血管外科 
自己ＰＲ    10 月から半年間の予定で、異動となりました。外科医としてはまだまだ修行中の身ですが、

        金曜日の午後に外来枠を設けておりますので、開業医の先生方、日赤の先生方、外科疾患

        を紹介していただ

        どうぞよろしくお願い致します。

 

★ 外科医師       柿原
かきはら

出身大学    群馬大学 
専門分野    外科 
自己ＰＲ    平成 23 年 10
        まだまだ医者としても、外科医としても未熟ですが精一杯がんばりますので

        よろしくお願いします。

 

★ 脳神経外科医師    南本
みなみもと

出身大学    独協医大 
専門分野    脳外科一般 
自己ＰＲ    まだまだ修行中の身ではありますが、頸動脈

        どんどん行っていき、虚血性脳疾患や早期予防・治療など、鋭意努力していきたいと

        思います。 

⋆⋆⋆退職医師紹介⋆⋆⋆ 

  ★ 脳神経外科医師     菅

 

久
ひさ

武
たけ

 純一
じゅんいち

 

血液学会認定血液専門医、日本内科学会総合内科専門医、日本臨床腫瘍学会暫定指導

日本がん治療認定機構暫定教育医 
年から平成 20 年まで当院に常勤で勤務し、その後非常勤として血液内科外来を

週１回担当しておりました。この度、平成 23 年 10 月より再度常勤として赴任致しました。

これまで外来診療のみでしたが、入院対応が必要な患者さんの診療・治療も行えるように

なりました。今後準クリーンルームを 2 部屋設置予定で、再生不良性貧血、特発性血小板

減少性紫斑病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、慢性脊髄性白血病などの治療が可能です。

急性白血病などのより高度な治療を要する疾患については従来通り大学病院などに依頼

いたします。常勤一人体制ですが、外来診療は昭和大学、東邦大学から非常勤医が派遣

されており、協力して診療を行っていきます。 

芳賀 真
まこと

 

月から半年間の予定で、異動となりました。外科医としてはまだまだ修行中の身ですが、

金曜日の午後に外来枠を設けておりますので、開業医の先生方、日赤の先生方、外科疾患

を紹介していただければ幸いです。 
どうぞよろしくお願い致します。 

柿原 知
とも

 

10 月より外科に配属になった柿原と申します。 
まだまだ医者としても、外科医としても未熟ですが精一杯がんばりますので

よろしくお願いします。 

南本
みなみもと

 新也
し ん や

 

まだまだ修行中の身ではありますが、頸動脈 Echo や選択的脳血管造影を

どんどん行っていき、虚血性脳疾患や早期予防・治療など、鋭意努力していきたいと

菅 一成 

～お世話になりました～ 

～よろしくお願い致します～ 

総合内科専門医、日本臨床腫瘍学会暫定指導

年まで当院に常勤で勤務し、その後非常勤として血液内科外来を 
月より再度常勤として赴任致しました。 

これまで外来診療のみでしたが、入院対応が必要な患者さんの診療・治療も行えるように 
部屋設置予定で、再生不良性貧血、特発性血小板 

減少性紫斑病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、慢性脊髄性白血病などの治療が可能です。 
急性白血病などのより高度な治療を要する疾患については従来通り大学病院などに依頼 
いたします。常勤一人体制ですが、外来診療は昭和大学、東邦大学から非常勤医が派遣 

月から半年間の予定で、異動となりました。外科医としてはまだまだ修行中の身ですが、 
金曜日の午後に外来枠を設けておりますので、開業医の先生方、日赤の先生方、外科疾患 

まだまだ医者としても、外科医としても未熟ですが精一杯がんばりますので 

や選択的脳血管造影を 
どんどん行っていき、虚血性脳疾患や早期予防・治療など、鋭意努力していきたいと 
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【病院の基本理念】      信頼され心あたたまる病院 

1.安全で質の高い・患者様の立場にたった丁寧な医療を提供します。 

2.救急医療の充実と発展に努めます。 

3.地域医療連携を推し進めます。 

4.災害救護に積極的に取り組みます。 

5.経営の健全化を図りその成果を医療活動に還元します。 

6.医療従事者の教育と研修を推進します。 

   
 
 
 
 
 
 
 

  ⋆⋆⋆連携室よりお知らせ⋆⋆⋆ 

 ≪連携室専用予約枠のご案内≫ 

  紹介患者さんのご予約をよりスムーズに行えるよう、連携室専用予約枠を設けております。 

お待たせせずにご予約できますので、どうぞご利用ください。 

  ≪物忘れ外来のご案内≫  
    神経内科にて「物忘れ外来」の診療をしております。毎週水曜日の午後、担当は顧問の山之内医師です。 

    予約制となりますので、ご希望がございましたら連携室までご連絡ください。 

    なお、詳細は連携室までお問い合わせください。 

≪ＦＡＸ予約について≫   

患者様のご紹介予約および検査予約をＦＡＸで受付することができます。 
『ＦＡＸ予約申込書』をご用意しておりますので、必要がございましたら連携室までご連絡ください。 
なお、従来通り電話での予約申込も行っております。 
≪精神神経科のご案内≫ 
精神神経科の受診は完全予約制とさせていただいております。予約をいただいていない場合には、当日 

受診出来ない場合もございますので予めご了承いただきますようお願い申し上げます。 

⋆⋆⋆登録医のご案内⋆⋆⋆ 

大森赤十字病院における地域連携システムの趣旨に賛同し、登録医に申請して頂ける先生方は是非 

ご登録下さいますようご案内申し上げます。詳細につきましては医療連携室までお問い合わせください。 

 

 

     受付時間  月～金  8：30～17：00 
     担  当  看護副部長  大沼 弘子 
           ＭＳＷ   林 達彦、山﨑 景子 
           事務担当  鈴木 文子、水村 加織 
     休 診 日  土曜日、日曜日、祝祭日 
           年末年始（12/29～1/3） 
           5 月 1 日（日本赤十字社創立記念日） 
     Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３７７５－３６７６（直通） 
     Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３７７５－３６５３（直通） 
     Ｕ Ｒ Ｌ    http://www.omori.jrc.or.jp/ 
     発 行 人  大森赤十字病院 医療連携室 
 

4 

【基本方針】 

医療連携室のご案内 


