
                                     

                                 

                                   

                             

                         

   

 

新年明けましておめでとうございます。

 
昨年は災害医療、新病院完成、病院運営の向上など課題山積の一年であり、皆様方のご協力ご支援のおかげをも

ちまして乗り切ることができました。あらためて御礼申し上げます。

 
新病院となり、徐々に院内診療体制の整備も進んでまいりました。新しい設備にふさわしい診療能力をさらに向

上させるとともに、地域医療における責務をいかに担っていくかが本年の課題であります。

  
診療体制の整備について 
 
昨年末より小児科前部長の退職にともない新しい診療責任者のもとに活発な診療が行われております。産婦人科

は本年４月に１名増員予定であります。永年課題でありました産科医療・小児科医療の強化はまだ端緒についた

ばかりですが、今後も順次進めてまいります。

 
つぎにリハビリテーション部門に人員増強を行うとと

リハビリテーション病院と全面的な提携を行い、４月より人事交流が開始されます。急性期リハビリテーション

の高度化を図り、高齢者医療をシームレスに行う診療体制の構築を目指しています。

 
従前より迅速な検査態勢の確立を図ってまいりました。

検査をすべて終わり、診断・治療の大筋が決定される病院を目指しております。昨年ヘリカル

台増設いたしました。脳動脈・冠動脈の

また現状では混雑を極めております MRI
幸いです。 
 
人的な面では内科系各科の拡充は質量ともに順調に進んで来たと自負しております。今後はまだまだ拡充の余地

のある外科系各科を中心に診療体制の整備を一つ一つ行っていきたいと考えております。
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⋆⋆⋆院長より新年のご挨拶⋆⋆⋆
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ばかりですが、今後も順次進めてまいります。 
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MRI の増設も予定いたしておりますので、その際にはご利用いただければ

人的な面では内科系各科の拡充は質量ともに順調に進んで来たと自負しております。今後はまだまだ拡充の余地
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昨年は災害医療、新病院完成、病院運営の向上など課題山積の一年であり、皆様方のご協力ご支援のおかげをも

新病院となり、徐々に院内診療体制の整備も進んでまいりました。新しい設備にふさわしい診療能力をさらに向

上させるとともに、地域医療における責務をいかに担っていくかが本年の課題であります。 

昨年末より小児科前部長の退職にともない新しい診療責任者のもとに活発な診療が行われております。産婦人科

は本年４月に１名増員予定であります。永年課題でありました産科医療・小児科医療の強化はまだ端緒についた

もに、回復期リハビリテーション病の雄として有名な初台

リハビリテーション病院と全面的な提携を行い、４月より人事交流が開始されます。急性期リハビリテーション

の高度化を図り、高齢者医療をシームレスに行う診療体制の構築を目指しています。 

すなわち受診日一日で非侵襲的な

検査をすべて終わり、診断・治療の大筋が決定される病院を目指しております。昨年ヘリカル CTscan をもう１

にも迅速に対応いたしておりますのでご利用下さい。

の増設も予定いたしておりますので、その際にはご利用いただければ

人的な面では内科系各科の拡充は質量ともに順調に進んで来たと自負しております。今後はまだまだ拡充の余地

のある外科系各科を中心に診療体制の整備を一つ一つ行っていきたいと考えております。 
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中瀬 浩史 



地域医療連携に関して 
 
第一には地域の先生がたへの逆紹介をさらに積極的に取り組むことであります。地域に患者さんをお返しすると

きに、院内と院外をいかにシームレスにつないでいるかが重要になってまいります。当院は小さな外来を設計思

想として持った病院であります。地域の先生がたにいかにスムーズにお返しするかが極めて重要になってまいり

ます。 
 
第二に開かれた病院、学ぶ場所としての病院への取り組みです。新しく整備された講堂を活用して様々な形の講

演・講座を開催しております。開業の先生がた、歯科医師・薬剤師の皆さん、地域の患者さんにも医療医学講座

を予定しております。逐次ご案内していきたいと思いますので、ご活用下さい。

 
最後に当院の立ち位置を明らかにするためにも、先進的な荏原病院、東京労災病院にならって地域

の認定を目指していきたいと思います。紹介率・逆紹介率をはじめとしてもう一段の努力が必要ですが、早く目

標に達していきたいと思います。先生がたの日々の臨床に役立つ病院になることが私どもの目標であります。

 
本年も多くの課題がありますが、一つ一つ乗り越えていきたいと存じます。先生がたのご支援をよろしくお願い

申し上げます。 
 

⋆⋆⋆ 地域医療連携協議会⋆⋆⋆

 平成 23 年 11 月 15 日(火）当院 1階講堂にて、大森医師会より金子

理事、安田 雄一郎理事、蒲田医師会より南雲

り上野 正巳副会長、小路 良副会長、長谷川

正博副会長、松本 明石副会長にご出席をいただき、平成

医療連携協議会は、関係機関と密接な連携を図りながら、患者中心の持続性のある適正な医療を確保するととも

に、一層の地域医療の向上に寄与するために年

 なお、今年度の議事は紹介、逆紹介患者数、医師会紹介患者入院数、高額医療機器共同利用状況、救急患者・

救急車受入状況、医師会登録医件数、地域医療機関を含む研修会実績状況等、報告させていただきました。

また 院長 中瀬 浩史より『神経内科活用法

平先生より『発達障害とうつ状態』について演説をしていただきました。
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協議会にて 

第一には地域の先生がたへの逆紹介をさらに積極的に取り組むことであります。地域に患者さんをお返しすると

きに、院内と院外をいかにシームレスにつないでいるかが重要になってまいります。当院は小さな外来を設計思

想として持った病院であります。地域の先生がたにいかにスムーズにお返しするかが極めて重要になってまいり

第二に開かれた病院、学ぶ場所としての病院への取り組みです。新しく整備された講堂を活用して様々な形の講

演・講座を開催しております。開業の先生がた、歯科医師・薬剤師の皆さん、地域の患者さんにも医療医学講座

予定しております。逐次ご案内していきたいと思いますので、ご活用下さい。 

最後に当院の立ち位置を明らかにするためにも、先進的な荏原病院、東京労災病院にならって地域

の認定を目指していきたいと思います。紹介率・逆紹介率をはじめとしてもう一段の努力が必要ですが、早く目

標に達していきたいと思います。先生がたの日々の臨床に役立つ病院になることが私どもの目標であります。

本年も多くの課題がありますが、一つ一つ乗り越えていきたいと存じます。先生がたのご支援をよろしくお願い

療連携協議会⋆⋆⋆ 

階講堂にて、大森医師会より金子 則彦会長、北條

雄一郎理事、蒲田医師会より南雲 晃彦会長、田園調布医師会より瀬川

良副会長、長谷川 慶華理事、藤川 敏監事、荏原医師会より白岩

明石副会長にご出席をいただき、平成 23 年度地域医療連携協議会が開催されました。地域

医療連携協議会は、関係機関と密接な連携を図りながら、患者中心の持続性のある適正な医療を確保するととも

の地域医療の向上に寄与するために年 1回開催しております。 

なお、今年度の議事は紹介、逆紹介患者数、医師会紹介患者入院数、高額医療機器共同利用状況、救急患者・

救急車受入状況、医師会登録医件数、地域医療機関を含む研修会実績状況等、報告させていただきました。

神経内科活用法 紹介…（i-Stroke デモ）』、大森

』について演説をしていただきました。 

第一には地域の先生がたへの逆紹介をさらに積極的に取り組むことであります。地域に患者さんをお返しすると

きに、院内と院外をいかにシームレスにつないでいるかが重要になってまいります。当院は小さな外来を設計思

想として持った病院であります。地域の先生がたにいかにスムーズにお返しするかが極めて重要になってまいり

第二に開かれた病院、学ぶ場所としての病院への取り組みです。新しく整備された講堂を活用して様々な形の講

演・講座を開催しております。開業の先生がた、歯科医師・薬剤師の皆さん、地域の患者さんにも医療医学講座

最後に当院の立ち位置を明らかにするためにも、先進的な荏原病院、東京労災病院にならって地域医療支援病院

の認定を目指していきたいと思います。紹介率・逆紹介率をはじめとしてもう一段の努力が必要ですが、早く目

標に達していきたいと思います。先生がたの日々の臨床に役立つ病院になることが私どもの目標であります。 

本年も多くの課題がありますが、一つ一つ乗り越えていきたいと存じます。先生がたのご支援をよろしくお願い

則彦会長、北條 稔副会長、石井 一平

晃彦会長、田園調布医師会より瀬川 貴理事、品川区医師会よ

敏監事、荏原医師会より白岩 照男会長、原 

年度地域医療連携協議会が開催されました。地域

医療連携協議会は、関係機関と密接な連携を図りながら、患者中心の持続性のある適正な医療を確保するととも

なお、今年度の議事は紹介、逆紹介患者数、医師会紹介患者入院数、高額医療機器共同利用状況、救急患者・

救急車受入状況、医師会登録医件数、地域医療機関を含む研修会実績状況等、報告させていただきました。 

大森医師会 理事 石井 一
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   新病院移転に伴い平成 24 年 2

 

 

 

 

 

 

⋆⋆⋆新任医師紹介⋆⋆⋆ 

～平成 24 年 2 月 1 日付～  
★ 放射線科    片山

かたやま

 貴
たかし

 

出身大学    東京医科歯科大学

専門分野    画像診断 
学会専門医等  日本医学放射線学会認定医、検診マンモグラフィ読影認定医師

自己ＰＲ    丁寧な読影、分かりやすいレポートを心がけておりますが、お気づきの点がございました

らご質問、ご指摘いただきますようお願い申し上げます。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

懇親会にて 

2 月 1 日より住所が変わります！

   
第５回 講座内容  『ボケは治るか』

開催日時 ： 平成 24 年

開催場所 ： 大森赤十字病院

受付方法 ： 当日受付（事前申込及び参加費は不要です）

   
当院では、毎月患者様向けに様々な講座内容で家庭医療講座を行っております。

興味のある患者様がいらっしゃいましたら医療連携室まで

   

≪家庭医療講座開催のご案内≫

8527    東京都大田区中央４－３０－１１

8527   東京都大田区中央４－３０－

  

 

2 月 1 日より住所が変わりますので、お知らせいたします。

東京医科歯科大学 

日本医学放射線学会認定医、検診マンモグラフィ読影認定医師

丁寧な読影、分かりやすいレポートを心がけておりますが、お気づきの点がございました

ご質問、ご指摘いただきますようお願い申し上げます。 

日より住所が変わります！ 

『ボケは治るか』  脳神経外科部長 安江

 
年 2 月 24 日（金） 14：00～ 15：00（開場：

大森赤十字病院 １階講堂 
当日受付（事前申込及び参加費は不要です） 

当院では、毎月患者様向けに様々な講座内容で家庭医療講座を行っております。

いらっしゃいましたら医療連携室までお問い合わせください。

≪家庭医療講座開催のご案内≫ 

東京都大田区中央４－３０－１１ 

東京都大田区中央４－３０－１ 

 
 

  

日より住所が変わりますので、お知らせいたします。 

日本医学放射線学会認定医、検診マンモグラフィ読影認定医師 
丁寧な読影、分かりやすいレポートを心がけておりますが、お気づきの点がございました

安江 正治 

（開場：13：30） 

当院では、毎月患者様向けに様々な講座内容で家庭医療講座を行っております。 
お問い合わせください。 
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【病院の基本理念】    

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。

＜医療連携室のご案内

    
 
 
 
 
 
 

 ⋆⋆⋆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

    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

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：
     担  当  看護副部長  

           ＭＳＷ   

           事務担当  

     休 診 日  土曜日、日曜日、祝祭日

           年末年始（12/29
           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

     Ｕ Ｒ Ｌ    http://www.omori.jrc.or.jp/
 

【基本方針】 
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   信頼され心あたたまる病院 

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。

救急医療の充実と発展に努めます。 

地域医療連携を推し進めます。 

災害救護に積極的に取り組みます。 

経営の健全化を図りその成果を医療活動に還元します。

医療従事者の教育と研修を推進します。 

案内＞ 

 

≪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≫  
の診療をしております。毎週水曜日の午後、担当は

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≫ 

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。

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。 

：30～17：00 
  大沼 弘子 

   林 達彦、山﨑 景子 
  鈴木 文子、水村 加織 

土曜日、日曜日、祝祭日 
12/29～1/3） 

日（日本赤十字社創立記念日） 
０３－３７７５－３６７６（直通） 
０３－３７７５－３６５３（直通） 
http://www.omori.jrc.or.jp/ 

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。 

経営の健全化を図りその成果を医療活動に還元します。 

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。 

。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。 

 
『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。 

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。 

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 


