
東京医科大学病院の理念と基本方針
 理　　念
人間愛に基づいて、患者さんとともに歩む良質な医療を
実践します。
 基本方針　
本学の校是である“正義・友愛・奉仕”を実践します。
1. 患者さんと信頼関係を築き、安心で開かれた医療を提供
します。
2. 地域医療機関と連携して良質で高度な医療を提供します。
3. 人間性豊かで人類の福祉と幸せの実現に貢献できる
医療人を育成します。
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理念　人間愛に基づいて、
患者さんとともに歩む
良質な医療を実践します。

新大学病院開院

　新大学病院は、特定機能病院として、
安心・安全で高度な医療を提供するた
め、診療機能の充実と効率化を推進し、
周産期医療、がん医療、救急医療など
を強化するとともに、自然災害時も継
続して医療を提供できる地域災害拠点
中核病院にいたします。
　がん診療連携拠点病院として急性期
に特化するだけでなく、寛げる空間に
も注力。セキュリティが向上した病棟
では、プライバシーが保たれており、
快適な入院生活ができる療養環境を整
えております。落ち着いたプライベー
トな空間で、より一層治療に専念いた
だける個室も多数ご用意しております。

概　要
延べ床面積：約98,000㎡（旧病院：約72,000㎡）
病　床　数：904床　（同：1,015床）
階　　　層：地上20階　地下2階
　　　　　　（同：地上１９階　地下２階）
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血液内科学分野　主任教授

臨床検査医学分野　主任教授

　この度、平成 31年 4月 1日付をもちまして、東京医科大学血液

内科学分野主任教授に就任いたしました。血液内科では高齢化社会

を迎えて増加している急性白血病、骨髄異形成症候群、多発性骨髄腫、

悪性リンパ腫などの造血器腫瘍に加え、血球が増加する骨髄増殖性

腫瘍や逆に血球の減少を来す再生不良性貧血などの骨髄不全や特発

性血小板減少性紫斑病など、凝固系疾患を除く血液疾患を広く扱っ

ています。分子標的療法をはじめとする最先端の治療がどの分野よ

りも早く取り入れられてきており、難治とされていた疾患の予後も

目をみはる勢いで改善されてきています。令和元年 7月 1日に開院

した新病院において血液病棟は 10床の個室からなる無菌病棟を擁

し、様々な造血幹細胞移植を含む高度医療に対応しています。エビ

デンスに基づいた世界レベルの診療を提供してまいりますが、緊急

性の高い疾患も少なくないため、地域の先生方の要請に応え、信頼

していただける診療科を築いていく所存です。何かありましたらい

つでもご相談ください。何卒よろしくお願い申し上げます。

木
き な い

内　英
えい

　平成31年 4月1日付をもちまして東京医科大学臨床検査医学分野

の主任教授を拝命いたしました、木内　英と申します。当科は中央検

査部門と輸血部の精度管理や運営を行う一方、臨床では血液凝固異常

症と血栓性疾患、及びHIV感染症を専門に診療しております。血液

凝固異常症では約300人の血友病患者をはじめ、まれな凝固因子欠乏

症や血小板機能異常など多様な疾患を診療しています。国内でもトッ

プレベルの血液凝固異常症の診療と検査体制を整えており、全国の病

院から相談を受けています。HIV感染症については国内でもいち早く

診療を開始し、現在約1500人が通院、全国で３番目の規模を持ち、

患者さんの精神的社会的サポート体制も充実しています。新宿という

場所柄、HIVは決して珍しい病気ではなく、皆様との連携・協力が欠

かせません。今後とも地域の皆様との連携を緊密に行い、円滑かつ良

質な診療に貢献して参りたいと思います。どうぞよろしくお願い申し

上げます。

後
ご と う

藤　明
あきひこ

彦

就 任 拶挨

略歴
1988年 3 月	 東京医科大学　卒業
1988年 4 月	 本学大学院医学研究科（内科学）入学
1992年 3 月	 同上　単位取得退学
1994年 7 月	 博士（医学）
1995年 1 月	 米国　インディアナ大学へ留学
1997年 3 月	 同上より帰国
	 東京医科大学病院　内科学第一講座
	 臨床研究医
1997年 4 月	 本学　内科学第一講座　助手
2005年 7 月	 同上　講師
2013年 8 月	 同上　退職
2013年 9 月	 順天堂大学医学部　内科学血液学講座
	 先任准教授
2019年 3 月	 同上　退職
2019年 4 月	 本学　血液内科学分野　主任教授

略歴
1999年 3 月	 千葉大学医学部　卒業
1999年 5 月	 慶応義塾大学医学部小児科学教室	
	 入局
2001年 5 月	 国立病院機構東京医療センター	
	 小児科　医師
2003年 7 月	 荻窪病院　小児科・血液科　医師
2009年 9 月	 博士（医学）
2010年10月	 国立国際医療研究センター病院
	 エイズ治療・研究開発センター　
	 臨床研究開発部　医師
2018年 7 月	 東京都立大塚病院　小児科　医師
2019年 3 月	 同上　退職
2019年 4 月	 本学　臨床検査医学分野　主任教授
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より多くの人へ適切に情報を伝えられるよう配慮したユニバーサルデザインフォントを採用しています。

メディカルパートナーズ

地域中核病院
・

クリニック

それぞれの機能を生かし、
地域にとって最善の医療を提供

かかりつけ医の
選択

患者さん

http://hospinfo.tokyo-med.ac.jp/

医療連携医登録制度
（メディカルパートナーズ）02　総合相談・支援センター

医療連携登録医（メディカルパートナーズ）について

医療連携登録医療機関 ＭＡＰをインターネット上に掲載しております

医療機関を対象とした研究会のお知らせ

　東京医科大学病院では、地域の診療所を対象に医
療連携医登録制度を実施しています。地域包括ケア
システムの視点に立ち、地域医療をバックアップす
ると共に、地域の医療機関のパートナーとして、医
療機関と地域住民との信頼関係の向上を図ります。

お申し込みについて
総合相談・支援センターへお電話ください。
申込用紙をお送りいたします。
電話：03-5339-3808（直通）

第 51 回　新都心医療連携懇話会
●  日　　　時　2020 年 1 月 16 日（木）　19：00 ～
●  場　　　所　東京医科大学病院　9 階　臨床講堂
●  講演診療科　歯科口腔外科・矯正歯科
※詳細が決まり次第、ホームページ等でご案内させていただきます

休日・振替休日の診療体制について

　10月 14 日（月）、2020 年 1月 13 日（月）、2月 24 日（月）は休日でありますが、当院では患者さん
の診療が滞ることがないように、平日同様の通常の外来診療を行います。なお、本来休診日であることから、
診療報酬点数表上の休日加算が適用されることになります。患者さんの負担金が通常の診療に比べ増える
場合がございますので、あらかじめご了承いただきたく存じます。なお、医療機関様からのご予約をいた
だいている患者さんについては、休日加算は適用いたしません。
　何卒、よろしくお願い申し上げます。

2019 年 10月 14日（月） 体育の日

通常診療※
2020年

1月 13日（月） 成人の日

2月 24日（月） 天皇誕生日の振替日

※予約外の方には休日加算を適用いたします


