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新型コロナ感染（COVID-19）が世界中にパ
ンデミックになり、震撼させて早1年以上経過
しました。密閉・密集・密接の3密回避、ソー
シャルディスタンス、マスク、手指消毒、実効
再生産数、ロックダウン、緊急事態宣言発出、
厳重警戒宣言、医療崩壊、テレワーク、オンラ
イン、リモート、webなど新たなキーワード
を多く耳にしました。厚労省は新型コロナ感染
を2類感染症に指定しました。有効な治療薬が
確立していない中、感染予防が大事であること
から、2月17日いち早くmRNAワクチン（フ
ァイザー社：コミナティ）による医療従事者対
象に国立病院機構・地域医療機能推進機構
（JCHO）・労働者健康安全機構（労災病院）の
病院で先行接種による前向き観察研究（臨床試
験）が始まりました（表紙の写真）。全国で
19,808人がわずか9日間で接種され、3月26
日その中間結果が報告されました。初回は接
種部位の痛みや腫れがほとんどでしたが、2回

目の接種では、予想通り37.5℃以上の発熱
35.6％、38℃以上は19％  約5人に1人となり
ました。さらに倦怠感は67％、頭痛49％と高
率に出ました。ただし、ほとんどが翌日の副反
応が多く、接種3日目には軽快しました。重大
な基礎疾患のない対象者の臨床結果ですが、一
般の方には感染リスクとベネフィットのバラ

ンスを考慮して接種することになると
思います。重要な点は、ワクチン接種
しても生活様式が変わることはないと
思います。なぜならば、海外データで
は感染発病を抑えたり、重症化率の減
少の報告であって、実際に発病しない
だけで感染しないかどうか？感染した
場合に「サイレント・スプレッダー」
になって、ほかの人に感染させるかど
うか？接種後どれだけの期間が有効
か？変異ウイルスにも有効か？など明
らかにはなっていません。さらに、一
般的に人口の約70％が感染または抗体
を獲得すれば集団免疫が達成できると
いわれています。それまでは引き続き
生活様式を変えずに、油断せずに注意
して行動しなければなりません。名古
屋医療センターも発熱者には厳重に対
処してクラスターを発生しないように
日々注意して日常診療していますので、
ご協力のほどよろしくお願いします。

竹田　伸
副院長

出 身 地：愛知県愛西市
　　　　　   （旧 佐織町）
趣 味：スポーツ
好きな動物：猫
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気管支鏡は肺癌をはじめ様々な肺の病気の検
査や治療に用いられ、日常診療に欠かすことが
できません。気管支鏡は世界中の医療現場で用
いられていますが、その発祥は日本で、1966
年に国立がんセンターの池田茂人先生により開
発されました。日本は諸外国に比べ、医薬品や
医療機器の承認に時間を要することが多く、海
外では普通に使われている有望な医療機器が日
本では使えないということがよくあります。気
管支鏡に関しても例外ではありませんが、トッ
プシェアを占める気管支鏡メーカーが日本の
会社であることもあり、今のところ日本の医療
現場では、比較的先端の気管支鏡技術が取り入
れられていると思います。気管支鏡の方法は、
国や地域によって様々です。たとえば、肺病変
を検査する際に、日本や米国ではX線透視を使
用しますが、中国や欧州ではあまりX線透視を
使用しません。確固たるデータがあるわけで
はありませんが、日本の医療現場での気管支鏡
は、長い歴史に培われた流儀により、諸外国に
比べても高い技術水準で気管支鏡検査が行わ
れているように思います。
気管支鏡検査のことを患者さんに説明する

際、話の中でよく対比されるのが上部消化管内

視鏡検査（胃カメラ）です。胃カメラは、軽症
や人間ドック等の検診でも比較的気軽に行われ
るので、受けたことのある方は多いと思いま
す。それに比べ、気管支鏡検査はCTやX線画
像での異常や血痰などの症状がない限り行いま
せんので、認知度は胃カメラに比べるとずっと
低いよう思います。患者さんから、気管支鏡は
胃カメラより苦しいでしょ？という質問をよく
受けますが、似て非なる検査ですから、正確な
答えはありません。気管には水が少しはいる
だけで、ごほごほと咳き込んでしまいます。そ
んなところに内視鏡を入れるなんてつらそう
な検査だな、と想像される方が多いと思いま
す。実際、患者さんのイメージや評判は悪く、
気管支鏡検査だけは受けたくない、と固辞され
る患者さんもおられます。私たちはできるだ
けつらくない気管支鏡検査を目指して、麻酔の
工夫、細い気管支鏡の選択、検査時間の短縮な
どを行ってきました。以前に比べると、しんど
くなかった、寝ているうちに終わったという感
想がよく聞けるようになりました。気管支鏡
は胃カメラより苦しいでしょ？と聞かれたら、
胃カメラよりずっと楽ですよ、と答えられるよ
うな気管支鏡検査を目指しています。
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当院の気管支鏡検査
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呼吸器内科医長

ドクター
よもやま話巻頭言



2 3

新型コロナ感染（COVID-19）が世界中にパ
ンデミックになり、震撼させて早1年以上経過
しました。密閉・密集・密接の3密回避、ソー
シャルディスタンス、マスク、手指消毒、実効
再生産数、ロックダウン、緊急事態宣言発出、
厳重警戒宣言、医療崩壊、テレワーク、オンラ
イン、リモート、webなど新たなキーワード
を多く耳にしました。厚労省は新型コロナ感染
を2類感染症に指定しました。有効な治療薬が
確立していない中、感染予防が大事であること
から、2月17日いち早くmRNAワクチン（フ
ァイザー社：コミナティ）による医療従事者対
象に国立病院機構・地域医療機能推進機構
（JCHO）・労働者健康安全機構（労災病院）の
病院で先行接種による前向き観察研究（臨床試
験）が始まりました（表紙の写真）。全国で
19,808人がわずか9日間で接種され、3月26
日その中間結果が報告されました。初回は接
種部位の痛みや腫れがほとんどでしたが、2回

目の接種では、予想通り37.5℃以上の発熱
35.6％、38℃以上は19％  約5人に1人となり
ました。さらに倦怠感は67％、頭痛49％と高
率に出ました。ただし、ほとんどが翌日の副反
応が多く、接種3日目には軽快しました。重大
な基礎疾患のない対象者の臨床結果ですが、一
般の方には感染リスクとベネフィットのバラ

ンスを考慮して接種することになると
思います。重要な点は、ワクチン接種
しても生活様式が変わることはないと
思います。なぜならば、海外データで
は感染発病を抑えたり、重症化率の減
少の報告であって、実際に発病しない
だけで感染しないかどうか？感染した
場合に「サイレント・スプレッダー」
になって、ほかの人に感染させるかど
うか？接種後どれだけの期間が有効
か？変異ウイルスにも有効か？など明
らかにはなっていません。さらに、一
般的に人口の約70％が感染または抗体
を獲得すれば集団免疫が達成できると
いわれています。それまでは引き続き
生活様式を変えずに、油断せずに注意
して行動しなければなりません。名古
屋医療センターも発熱者には厳重に対
処してクラスターを発生しないように
日々注意して日常診療していますので、
ご協力のほどよろしくお願いします。

竹田　伸
副院長

出 身 地：愛知県愛西市
　　　　　   （旧 佐織町）
趣 味：スポーツ
好きな動物：猫

PLOFILE

安
心
し
て
受
診
し
て
い
た
だ
く
た
め
に

気管支鏡は肺癌をはじめ様々な肺の病気の検
査や治療に用いられ、日常診療に欠かすことが
できません。気管支鏡は世界中の医療現場で用
いられていますが、その発祥は日本で、1966
年に国立がんセンターの池田茂人先生により開
発されました。日本は諸外国に比べ、医薬品や
医療機器の承認に時間を要することが多く、海
外では普通に使われている有望な医療機器が日
本では使えないということがよくあります。気
管支鏡に関しても例外ではありませんが、トッ
プシェアを占める気管支鏡メーカーが日本の
会社であることもあり、今のところ日本の医療
現場では、比較的先端の気管支鏡技術が取り入
れられていると思います。気管支鏡の方法は、
国や地域によって様々です。たとえば、肺病変
を検査する際に、日本や米国ではX線透視を使
用しますが、中国や欧州ではあまりX線透視を
使用しません。確固たるデータがあるわけで
はありませんが、日本の医療現場での気管支鏡
は、長い歴史に培われた流儀により、諸外国に
比べても高い技術水準で気管支鏡検査が行わ
れているように思います。
気管支鏡検査のことを患者さんに説明する

際、話の中でよく対比されるのが上部消化管内

視鏡検査（胃カメラ）です。胃カメラは、軽症
や人間ドック等の検診でも比較的気軽に行われ
るので、受けたことのある方は多いと思いま
す。それに比べ、気管支鏡検査はCTやX線画
像での異常や血痰などの症状がない限り行いま
せんので、認知度は胃カメラに比べるとずっと
低いよう思います。患者さんから、気管支鏡は
胃カメラより苦しいでしょ？という質問をよく
受けますが、似て非なる検査ですから、正確な
答えはありません。気管には水が少しはいる
だけで、ごほごほと咳き込んでしまいます。そ
んなところに内視鏡を入れるなんてつらそう
な検査だな、と想像される方が多いと思いま
す。実際、患者さんのイメージや評判は悪く、
気管支鏡検査だけは受けたくない、と固辞され
る患者さんもおられます。私たちはできるだ
けつらくない気管支鏡検査を目指して、麻酔の
工夫、細い気管支鏡の選択、検査時間の短縮な
どを行ってきました。以前に比べると、しんど
くなかった、寝ているうちに終わったという感
想がよく聞けるようになりました。気管支鏡
は胃カメラより苦しいでしょ？と聞かれたら、
胃カメラよりずっと楽ですよ、と答えられるよ
うな気管支鏡検査を目指しています。

つ
ら
く
な
い
気
管
支
鏡
検
査

当院の気管支鏡検査

沖　昌英
呼吸器内科医長

ドクター
よもやま話巻頭言



4 5

新
任
紹
介

任
紹
介

新医 　 師

初期研修医 阿部晃大
はじめまして。4月より名古屋医療センターにお世話
になります。出身は名古屋市出身です。趣味はスキ
ーや登山で、夏も冬も山に登って降りてをくりかえし
ています。至らない点も多く、ご迷惑をおかけするこ

とも多々あると思いますが、全力で研修に励んで行く所存ですの
で、ご指導のほどよろしくお願いいたします。

内科専攻医 石川　舞
はじめまして。新内科専門医のプログラムで今年度
から名古屋医療センターで勤務させていただくことに
なりました。不慣れなことも多く何かとご迷惑をおか
けすると思いますが、どうぞ宜しくお願いいたします。

初期研修医 伊藤綾那
はじめまして。本年度よりお世話になることになりまし
た。自分の生まれた場所でもあるこの名古屋医療セ
ンターに研修医として帰ってくる事ができたことを大変
嬉しく思います。患者さんがここに来てよかったと思

って頂けるよう誠心誠意頑張ります。ご迷惑をおかけすることもあ
るかとは思いますが、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。

初期研修医 大石紗代
はじめまして。4月より名古屋医療センターで初期研
修医としてお世話になっております。少しでも多くの
ことを吸収しようとする姿勢を忘れず、患者さんに寄
り添った医療を提供できるよう努めて参ります。至ら

ない点も多々あるかと思いますが、精一杯精進していく所存です。
ご指導ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。

初期研修医 尾畑友章
本年度からお世話になります。高校までは春日井
市にいましたが、大学生活は北海道で送り、久々に
愛知に戻ってきました。地元から近く新鮮味はあまり
無いので、早く業務に慣れていけたらと思っていま

す。一人前の医師を目指して、自分にやれる事をやって行きたい
と思っています。皆さん宜しくお願いします。

初期研修医 加藤正寛
はじめまして。ここ、名古屋医療センターで初期研
修ができることをとても嬉しく思います。地元、愛
知県が大好きなで、コロナで趣味の旅行ができない
ので地元発掘をしつつ様々なことに挑戦しつつ元気

いっぱいに明るく研修を頑張ります！  み、な、さ、ま、何卒よ
ろしくお願い申し上げます。

初期研修医 杉江亨啓
初めまして。本年度から初期研修医としてお世話に
なります。出身は愛知県ではありませんが、そろそ
ろ名古屋市で過ごす日々が人生の半分を超えようと
しています。初期研修では様々なことを学び、成長

できるよう頑張りますので、よろしくお願いします。

初期研修医 杉山　祐
4月から名古屋医療センターで初期研修医として勤務
させていただきます。地元であるこの愛知県で、患者
さんにとってより良い医療が提供できる医師を目指した
いと考えています。まだまだ至らぬ点も多いとは思いま

すが、この2年間精一杯努めていきますのでよろしくお願いします。

初期研修医 須藤　舞
はじめまして。4月より名古屋医療センターで初期研
修医として勤務させていただくことになりました。憧
れの名古屋で医師として働けることを嬉しく思っており
ます。2年間、たくさん吸収し成長したいと思っており

ます。ご迷惑をおかけすることも多々あると思いますが、精一杯頑
張りますのでどうぞよろしくお願いいたします。

外科専攻医 白濱功徳
この度、外科専門医プログラムの一環で半年間、岡
崎市民病院より異動となりました、白濱功徳です。配
属されてまだ日は浅いですが、名古屋医療センター
の外科医の執刀に対する情熱と丁寧で的確な診療を

みて、敬意と共に憧れを感じております。半年間と限られた期間
ですが、よろしくお願い致します。

外来部長・循環器内科医長 近藤隆久
4月1日より外来部長・循環器内科医長としてお世
話になります。名古屋大学医学部肺高血圧寄附講
座の責任者を務めておりました。当院では医療環
境の変化に合わせた外来や循環器診療の充実に尽

力いたします。

呼吸器内科医師 篠原由佳
4月より呼吸器内科にて勤務させて頂いております
篠原由佳と申します。微力ながら皆様のお役に立
てるよう頑張りたいと思っております。ご迷惑を
おかけすることもあるかと思いますが、よろしく

お願いいたします。

内科専攻医 太田 早也香
4月より採用いただきました。ご迷惑をおかけする
ことが多いかと存じますが、診療を通じて皆様の
お役に立てるよう精進して参ります。何卒宜しく
お願い申し上げます。

内科専攻医 加藤聡美
はじめまして。4月より内科専攻医として勤務させて
いただくことになりました加藤聡美と申します。至ら
ない点もあるかと思いますが、皆様のお役に立てる
よう頑張りますのでどうぞよろしくお願いいたします。

内科専攻医 後藤春香
名古屋セントラル病院に卒後3年間、研修させて
いただき、今回内科専攻医として名古屋医療セン
ターに勤めることになりました。ご迷惑をおかけ
することばかりだと思いますが精一杯頑張ります

のでご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

腎臓内科医師 浅野 麻里奈
平成20年に名古屋大学を卒業後、半田病院、名古
屋大学大学院、大同病院を経て、今年度より当院
に勤務させて頂いています。腎臓病は併存疾患が
多く、沢山の科の先生方にお世話になると思いま

す。何卒ご指導のほど宜しくお願い致します。

腎臓内科医師 蜂矢朝香
４月から名大病院から赴任しました。１日でも早
く病院に慣れ、地域の皆様のお役に立てるように
頑張ります。よろしくお願いします。

脳神経内科医師 原田 祐三子
研修医時代から9年間お世話になった名古屋医療
センターに、今年から再びお世話になる事となり
ました。少しでも皆様のお役に立てるよう努めま
すのでよろしくお願い致します。

腫瘍内科医師 加藤恭子
加藤恭子と申します。4月より腫瘍内科に勤務させ
ていただくことになりました。今後ともよろしく
お願いいたします。

循環器内科医師 今井　遼
平成23年卒の今井と申します。4月より循環器内
科で勤務させて頂く事となりました。至らぬ点か
らご迷惑をお掛けする事もあるかもしれせんが、
地域の患者様や病院のお役に立てるよう尽力致し

ますので、今後よろしくお願い申し上げます。

皮膚科医師 大井 梨紗子
4月から赴任いたしました皮膚科の大井と申しま
す。多々ご迷惑をおかけすると思いますが、よろ
しくお願い致します。

内科専攻医 古田 翔太郎
初めまして！本年度から名古屋医療センターで内科
専攻医として働かせていただきます、古田翔太郎と
申します。出身は名古屋、中高は愛媛、大学初期
研修は大阪でとうとう名古屋に帰ってきました。どこ

の地方の言葉を喋ってるかわからん奴が居たら僕だと思って下さ
い！色々お世話になると思いますがよろしくお願いします。

内科専攻医 水野太朗
4月より内科専攻医として勤務させていただくこと
になりました。8年ぶりに出身地である名古屋に戻
ってくることができ、大変嬉しく思っております。
初期研修を終えたばかりで至らぬ点もあるかとは

思いますが、皆様よろしくお願いたします。

内科専攻医 岡本 遼太郎
名古屋第一赤十字病院より内科専攻医で赴任しまし
た岡本遼太郎と申します。4月から9月までの半年
間、循環器内科でお世話になります。先生方には、
異動先で勝手も分からず多々ご迷惑をおかけするか

もしれませんが、精一杯頑張りますのでどうぞよろしくお願い申
し上げます。

皮膚科医師 日髙友梨
皮膚科に従事している日髙友梨と申します。皮膚
科一般の診療にあたっております。慣れないこと
も多くあるかとは思いますが、宜しくお願いいた
します。

外科専攻医 蒔田采佳
初めまして。名古屋第二赤十字病院で初期研修を修
了し、名古屋大学呼吸器外科に入局しております。こ
の4月から名古屋医療センターで勤務させていただく
ことになりました。外科専攻医として精進して参ります

のでどうぞよろしくお願いいたします。

初期研修医 西田珠里
初めまして、4月から名古屋医療センターで初期研修
医としてお世話になっております。出身は九州です
が、熱意ある先生方の姿に憧れてやって参りました。
患者さんに寄り添った医師になれるよう、少しでも多

くのことを経験し精進して参ります。至らない点も数多くあると思
いますが、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い致します。

初期研修医 花岡　黎
はじめまして。住所は兵庫県・長野県・東京都と転々
としておりましたが、大学から住み始めた愛知県が大
好きになり、名古屋医療センターに就職いたしました。
将来は教育へ積極的に関わっていく所存です。各診

療科で研修した時にご教授いただいた内容は、全て教育に繋げ
て参ります。どうぞご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。

初期研修医 水谷文香
初めまして！2021年4月より、ここ名古屋医療センタ
ーにて初期研修医としてお世話になります。 多くの先
生方の背中を追いかけて、日々邁進していく所存で
す。 笑顔を絶やさず研修を行いたいと思っておりま

す。 病院内の全てのスタッフの方々、また来院して下さる患者さ
ん、他全ての方々、宜しくお願いします！

初期研修医 村瀬桜波
はじめまして。今年度より初期研修医としてお世話に
なっております。名古屋医療センターで医師としての
第一歩を踏み出すことができ、大変嬉しく思っていま
す。患者さんやスタッフの方々から信頼される医師に

なれるよう、日々精進して参ります。どうぞよろしくお願いいたし
ます。

初期研修医 矢口正宏
はじめまして。一度社会人を経た後、医療の場で働
きたいと思い、御縁あって名古屋の地にやって参りま
した。名古屋医療センターの一員となり、皆様とお
仕事できることをとても嬉しく思います。より良い医

療を提供できるよう、日々成長していきたいと思いますので、ご
指導のほど何卒宜しくお願い致します。

初期研修医 土屋 香奈子
4月から歯科研修医としてお世話になります。名古
屋医療センターで働く事が出来る事を大変嬉しく思
います。 初心を忘れずに、一生懸命努力していきた
いと思います。よろしくお願い致します。

専 修 医

初 期 研 修 医

専 攻 医

専 攻 医

内科専攻医 松島有希
はじめまして。呼吸器内科専攻医の松島と申します。
医療センターでは3ヶ月間血液内科で働かせていた
だきます。慣れないことも多く、ご迷惑をおかけする
かもしれませんが、何卒よろしくお願いいたします。

外科専攻医 谷口絵美
4月より江南厚生病院から赴任しました、谷口絵美
です。専門医プログラムの関係で半年間という短い
間ですが、スキルアップのため精進してまいります。
よろしくお願いいたします。

皮膚科専修医 池谷 宗一郎
4月より名古屋大学病院から皮膚科に赴任いたしま
した。患者様が満足のいく安心でより良い医療を
届けられるように励んでいく所存です。皆様どう
ぞよろしくお願いいたします。
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初期研修医 阿部晃大
はじめまして。4月より名古屋医療センターにお世話
になります。出身は名古屋市出身です。趣味はスキ
ーや登山で、夏も冬も山に登って降りてをくりかえし
ています。至らない点も多く、ご迷惑をおかけするこ

とも多々あると思いますが、全力で研修に励んで行く所存ですの
で、ご指導のほどよろしくお願いいたします。

内科専攻医 石川　舞
はじめまして。新内科専門医のプログラムで今年度
から名古屋医療センターで勤務させていただくことに
なりました。不慣れなことも多く何かとご迷惑をおか
けすると思いますが、どうぞ宜しくお願いいたします。

初期研修医 伊藤綾那
はじめまして。本年度よりお世話になることになりまし
た。自分の生まれた場所でもあるこの名古屋医療セ
ンターに研修医として帰ってくる事ができたことを大変
嬉しく思います。患者さんがここに来てよかったと思

って頂けるよう誠心誠意頑張ります。ご迷惑をおかけすることもあ
るかとは思いますが、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。

初期研修医 大石紗代
はじめまして。4月より名古屋医療センターで初期研
修医としてお世話になっております。少しでも多くの
ことを吸収しようとする姿勢を忘れず、患者さんに寄
り添った医療を提供できるよう努めて参ります。至ら

ない点も多々あるかと思いますが、精一杯精進していく所存です。
ご指導ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。

初期研修医 尾畑友章
本年度からお世話になります。高校までは春日井
市にいましたが、大学生活は北海道で送り、久々に
愛知に戻ってきました。地元から近く新鮮味はあまり
無いので、早く業務に慣れていけたらと思っていま

す。一人前の医師を目指して、自分にやれる事をやって行きたい
と思っています。皆さん宜しくお願いします。

初期研修医 加藤正寛
はじめまして。ここ、名古屋医療センターで初期研
修ができることをとても嬉しく思います。地元、愛
知県が大好きなで、コロナで趣味の旅行ができない
ので地元発掘をしつつ様々なことに挑戦しつつ元気

いっぱいに明るく研修を頑張ります！  み、な、さ、ま、何卒よ
ろしくお願い申し上げます。

初期研修医 杉江亨啓
初めまして。本年度から初期研修医としてお世話に
なります。出身は愛知県ではありませんが、そろそ
ろ名古屋市で過ごす日々が人生の半分を超えようと
しています。初期研修では様々なことを学び、成長

できるよう頑張りますので、よろしくお願いします。

初期研修医 杉山　祐
4月から名古屋医療センターで初期研修医として勤務
させていただきます。地元であるこの愛知県で、患者
さんにとってより良い医療が提供できる医師を目指した
いと考えています。まだまだ至らぬ点も多いとは思いま

すが、この2年間精一杯努めていきますのでよろしくお願いします。

初期研修医 須藤　舞
はじめまして。4月より名古屋医療センターで初期研
修医として勤務させていただくことになりました。憧
れの名古屋で医師として働けることを嬉しく思っており
ます。2年間、たくさん吸収し成長したいと思っており

ます。ご迷惑をおかけすることも多々あると思いますが、精一杯頑
張りますのでどうぞよろしくお願いいたします。

外科専攻医 白濱功徳
この度、外科専門医プログラムの一環で半年間、岡
崎市民病院より異動となりました、白濱功徳です。配
属されてまだ日は浅いですが、名古屋医療センター
の外科医の執刀に対する情熱と丁寧で的確な診療を

みて、敬意と共に憧れを感じております。半年間と限られた期間
ですが、よろしくお願い致します。

外来部長・循環器内科医長 近藤隆久
4月1日より外来部長・循環器内科医長としてお世
話になります。名古屋大学医学部肺高血圧寄附講
座の責任者を務めておりました。当院では医療環
境の変化に合わせた外来や循環器診療の充実に尽

力いたします。

呼吸器内科医師 篠原由佳
4月より呼吸器内科にて勤務させて頂いております
篠原由佳と申します。微力ながら皆様のお役に立
てるよう頑張りたいと思っております。ご迷惑を
おかけすることもあるかと思いますが、よろしく

お願いいたします。

内科専攻医 太田 早也香
4月より採用いただきました。ご迷惑をおかけする
ことが多いかと存じますが、診療を通じて皆様の
お役に立てるよう精進して参ります。何卒宜しく
お願い申し上げます。

内科専攻医 加藤聡美
はじめまして。4月より内科専攻医として勤務させて
いただくことになりました加藤聡美と申します。至ら
ない点もあるかと思いますが、皆様のお役に立てる
よう頑張りますのでどうぞよろしくお願いいたします。

内科専攻医 後藤春香
名古屋セントラル病院に卒後3年間、研修させて
いただき、今回内科専攻医として名古屋医療セン
ターに勤めることになりました。ご迷惑をおかけ
することばかりだと思いますが精一杯頑張ります

のでご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

腎臓内科医師 浅野 麻里奈
平成20年に名古屋大学を卒業後、半田病院、名古
屋大学大学院、大同病院を経て、今年度より当院
に勤務させて頂いています。腎臓病は併存疾患が
多く、沢山の科の先生方にお世話になると思いま

す。何卒ご指導のほど宜しくお願い致します。

腎臓内科医師 蜂矢朝香
４月から名大病院から赴任しました。１日でも早
く病院に慣れ、地域の皆様のお役に立てるように
頑張ります。よろしくお願いします。

脳神経内科医師 原田 祐三子
研修医時代から9年間お世話になった名古屋医療
センターに、今年から再びお世話になる事となり
ました。少しでも皆様のお役に立てるよう努めま
すのでよろしくお願い致します。

腫瘍内科医師 加藤恭子
加藤恭子と申します。4月より腫瘍内科に勤務させ
ていただくことになりました。今後ともよろしく
お願いいたします。

循環器内科医師 今井　遼
平成23年卒の今井と申します。4月より循環器内
科で勤務させて頂く事となりました。至らぬ点か
らご迷惑をお掛けする事もあるかもしれせんが、
地域の患者様や病院のお役に立てるよう尽力致し

ますので、今後よろしくお願い申し上げます。

皮膚科医師 大井 梨紗子
4月から赴任いたしました皮膚科の大井と申しま
す。多々ご迷惑をおかけすると思いますが、よろ
しくお願い致します。

内科専攻医 古田 翔太郎
初めまして！本年度から名古屋医療センターで内科
専攻医として働かせていただきます、古田翔太郎と
申します。出身は名古屋、中高は愛媛、大学初期
研修は大阪でとうとう名古屋に帰ってきました。どこ

の地方の言葉を喋ってるかわからん奴が居たら僕だと思って下さ
い！色々お世話になると思いますがよろしくお願いします。

内科専攻医 水野太朗
4月より内科専攻医として勤務させていただくこと
になりました。8年ぶりに出身地である名古屋に戻
ってくることができ、大変嬉しく思っております。
初期研修を終えたばかりで至らぬ点もあるかとは

思いますが、皆様よろしくお願いたします。

内科専攻医 岡本 遼太郎
名古屋第一赤十字病院より内科専攻医で赴任しまし
た岡本遼太郎と申します。4月から9月までの半年
間、循環器内科でお世話になります。先生方には、
異動先で勝手も分からず多々ご迷惑をおかけするか

もしれませんが、精一杯頑張りますのでどうぞよろしくお願い申
し上げます。

皮膚科医師 日髙友梨
皮膚科に従事している日髙友梨と申します。皮膚
科一般の診療にあたっております。慣れないこと
も多くあるかとは思いますが、宜しくお願いいた
します。

外科専攻医 蒔田采佳
初めまして。名古屋第二赤十字病院で初期研修を修
了し、名古屋大学呼吸器外科に入局しております。こ
の4月から名古屋医療センターで勤務させていただく
ことになりました。外科専攻医として精進して参ります

のでどうぞよろしくお願いいたします。

初期研修医 西田珠里
初めまして、4月から名古屋医療センターで初期研修
医としてお世話になっております。出身は九州です
が、熱意ある先生方の姿に憧れてやって参りました。
患者さんに寄り添った医師になれるよう、少しでも多

くのことを経験し精進して参ります。至らない点も数多くあると思
いますが、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い致します。

初期研修医 花岡　黎
はじめまして。住所は兵庫県・長野県・東京都と転々
としておりましたが、大学から住み始めた愛知県が大
好きになり、名古屋医療センターに就職いたしました。
将来は教育へ積極的に関わっていく所存です。各診

療科で研修した時にご教授いただいた内容は、全て教育に繋げ
て参ります。どうぞご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。

初期研修医 水谷文香
初めまして！2021年4月より、ここ名古屋医療センタ
ーにて初期研修医としてお世話になります。 多くの先
生方の背中を追いかけて、日々邁進していく所存で
す。 笑顔を絶やさず研修を行いたいと思っておりま

す。 病院内の全てのスタッフの方々、また来院して下さる患者さ
ん、他全ての方々、宜しくお願いします！

初期研修医 村瀬桜波
はじめまして。今年度より初期研修医としてお世話に
なっております。名古屋医療センターで医師としての
第一歩を踏み出すことができ、大変嬉しく思っていま
す。患者さんやスタッフの方々から信頼される医師に

なれるよう、日々精進して参ります。どうぞよろしくお願いいたし
ます。

初期研修医 矢口正宏
はじめまして。一度社会人を経た後、医療の場で働
きたいと思い、御縁あって名古屋の地にやって参りま
した。名古屋医療センターの一員となり、皆様とお
仕事できることをとても嬉しく思います。より良い医

療を提供できるよう、日々成長していきたいと思いますので、ご
指導のほど何卒宜しくお願い致します。

初期研修医 土屋 香奈子
4月から歯科研修医としてお世話になります。名古
屋医療センターで働く事が出来る事を大変嬉しく思
います。 初心を忘れずに、一生懸命努力していきた
いと思います。よろしくお願い致します。
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内科専攻医 松島有希
はじめまして。呼吸器内科専攻医の松島と申します。
医療センターでは3ヶ月間血液内科で働かせていた
だきます。慣れないことも多く、ご迷惑をおかけする
かもしれませんが、何卒よろしくお願いいたします。

外科専攻医 谷口絵美
4月より江南厚生病院から赴任しました、谷口絵美
です。専門医プログラムの関係で半年間という短い
間ですが、スキルアップのため精進してまいります。
よろしくお願いいたします。

皮膚科専修医 池谷 宗一郎
4月より名古屋大学病院から皮膚科に赴任いたしま
した。患者様が満足のいく安心でより良い医療を
届けられるように励んでいく所存です。皆様どう
ぞよろしくお願いいたします。
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当院は名古屋医療センターから1km東に位
置します。かつて郵政関係の名古屋逓信病院で
したが、2019年経営母体が代わり現名称にな
りました。
当院では病院間連携、診療所との連携を重視

して、地域の方々の医療ニーズに対応していま
す。急性期で専門科の医療を要する患者さんは

名古屋医療センターにお願いしています。一
方、病状が落ち着いて、在宅に向けリハビリ
テーションや回復期入院医療を必要とする患者
さんを受け入れています。
例えば、名古屋医療センター整形外科で手術

を受け、リハビリテーションを必要とする患者
さんを2013年から継続して受け入れており、
現在は名古屋医療センター整形外科医師による
術後回診を週1回行っています。自宅での生活
に戻る前に、もう少し自信をつけたい方、当院
への転入院をご相談ください。

医療法人社団 葵会 AOI名古屋病院

院長
三島信彦

当院は、1914（大正3）年の創業以来、今年
で107年になります。名古屋市北部に接する北
名古屋市・清須市・豊山町の地で地域に根ざし
た医療を行って参りました。
尾張のスーパーケアミックス病院として、病院

規模331床（急性期108床、地域包括ケア60床、
緩和ケア20床・回復期を含めた療養病床143
床）・介護医療院38床（2020/10/1開院）・健
診ドックセンター・腎透析センター・デイケアセ
ンター・デイサービスセンター ムクの木・訪問看
護ステーションとそれぞれの役割を担った病棟・
部署を整備し、
地域住民の皆様
が離れた医療機
関に赴く必要が
なく、救急医療
から在宅復帰の
支援まで、地域
内で安心して医

療と介護を受けていただけるような病院をめざし
て、今日に至っております。
名古屋医療センターを始め周囲の高次機能病

院と幅広く連携
し、当院の枠を
超えた地域全
体のトータルヘ
ルスケアに貢献
できるよう努め
て参りたいと思
います。

医療法人 済衆館 済衆館病院
院長
川﨑晋吾

エーオーアイ

「入退院支援センター」は、患者さんが安心して入院し、かつ安全に入院生活を送るために入院
前の説明等を担当する部門として、令和2年7月に開設いたしました。
患者さんやご家族の方が抱える医療的、社会的問題を把握することに加え、入退院に関わる問題

の対策を考えるなど、患者さんが早期に社会復帰できるよう支援していきます。
（現在は外科系の診療科の予約入院の患者さんが対象で、順次、診療科を拡大していく予定です。）

入退院支援センターとは

「入退院支援センター」では専門の看護師や医療ソーシャルワーカー、診療情報管理士、事務職
員などの職員が活動しています。入院前から退院後の生活上の注意点や準備について一緒に考える
ことで、患者さんやご家族の方が安心して入退院できる環境を整えていきます。さらに、薬剤師や
栄養士など含めた多職種で構成されたチームで介入することで、患者さんの全体像を捉え、安全に
かつ安心して入院生活を送れるように支援をしていきます。
また、地域の医療機関やケアマネージャーさんと連携し、患者さんの情報を共有することで、一

貫した医療の提供を行っていきます。
当院では、患者さんにより近い立場に立ち、専門的な知見をもって患者さんやご家族の方を支援

していきますので、どんなことでも気兼ねせずお気軽にご相談ください。

多職種チームで全体像を捉える

外 来 受 診 診察の結果、入院治療が必要と医師が判断した場合、患者さんには入院申込書が渡されます。

入 院 申 込 「入退院支援センター」で入院に関する手続きや入院中に必要な物品などについてご案内いたします。
入院に関するご質問にもお答えします。

看護師面談 患者さんが安心して治療を受けられるよう、入院に向けてのオリエンテーションを行います。
入院生活についてお聞きになりたいことがありましたら、何でもお気軽にお尋ねください。

薬剤師面談 現在、服薬中のお薬を確認いたします。
お薬の中には服用していると手術などに影響を及ぼすものがあり、一時的に服用を中止することがあります。

入 院 当 日 指定された時間に、「入院受付」にお越しください。

入院されるまでの流れ

医療法人社団 葵会 AOI名古屋病院（エーオーアイ名古屋病院）

所 在 地：〒481-0004 愛知県北名古屋市鹿田西村前111番地
電　　話：0568-21-0811㈹
診療科目：消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、脳神経内科、

糖尿病内分泌内科、リウマチ膠原病内科、腎臓内科、
小児科、放射線科、外科、整形外科、手の外科、小児
外科、乳腺外科、脳神経外科、眼科、内分泌外科、血
管外科、泌尿器科、皮膚科、形成外科、歯科口腔外
科、麻酔科、救急科、緩和ケア科、リハビリテーショ
ン科、総合診療科、セカンドオピニオン

Ｕ Ｒ Ｌ：https://saishukan.com
受付時間：午前8：30～11：30
診療時間：午前9：00～12：00

◎午後の専門外来（詳細はお問い合わせ下さい）

医療法人 済衆館 済衆館病院

本館ロータリー

本館南側

所　在　地：〒461-0001 名古屋市東区泉二丁目2番 5号
電　　　話：052-932-7152（代表）
許可病床数：一般病棟：96床
診 療 科 名：内科、老年内科、呼吸器内科、小児科、外科、

整形外科、眼科、婦人科
構　　　造：鉄骨鉄筋コンクリート造り、地下1階地上7階
取 扱 保 険：保険医療機関、国保療養取扱機関、労災保険法、

生活保護法、身体障害者福祉法、結核予防法、
原爆疾病医療（一般）

救 急 体 制：二次救急24時間体制
併　　　設：健診センター
Ｕ　Ｒ　Ｌ：https：//www.aoikai.jp/aoinagoya
診 療 時 間：各科の詳しい診療時間、受付時間はホームペー

ジでご確認ください。
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外　来　診　療　担　当　表
診　療　科 月 火 水 木 金

内　
　
　
　
科
（
２
階
）

受
付
Ａ

消化器内科

1診 平嶋 平嶋 島田 島田 恒川
2診 齋藤 齋藤 近藤尚 浦田 宇仁田
3診 浦田 田中 近藤高 田中 交代制（初診）
4診 交代制（初診）交代制（初診）交代制（初診）交代制（初診）

呼吸器内科

5診 石井 沖
篠原（午前）

山田有/
鳥居（午後）

坪井
（初診） 沖

6診 鳥居厚（午前）
小暮啓（午後）

山田有（午前） 
篠原（午後）

小暮啓
（初診） 北川 小暮啓（午前）

丹羽英（午後）
7診 沖（初診・1･3･5週）

篠原（初診・2･4週）
丹羽英/

石井（初診） 丹羽英
鳥居厚/

山田有（初診）

受
付
Ｂ

循環器内科

8診 ペースメーカー
（2・4週）

ペースメーカー
（1・3週）

9診 近藤隆 交代制 近藤隆 交代制
10診 今井 上村 山下 富田 山本
11診 國枝 早川 山田高 山田高 森

糖尿病・　
内分泌内科

12診 フットケア
（2週・午後）

13診 田實(初診) 山家由(初診) 山田努（初診）杉浦(初診) 丹羽靖(初診)
14診 丹羽靖 丹羽靖 田實 田實 杉浦
15診 杉浦 山田努 山家由 山田努 山家由

受
付
Ｃ

膠原病内科 
リウマチ科

8診 水谷
（初診）

梅村（初診）
（1・3週・午後以外）

12診 伊藤佑
（初診）

長谷川貴
（初診）

大島
（初診）

予約のみ
（3週・午後）

梅村（初診）
（1・3週・午後）

17診
片山（午前）

高野
（午後・予約のみ）

高野 水谷 長谷川（2・4・5週）
大島（1・3週）

片山（午前）
伊藤佑（午後）

18・19診 高野⑱・
梅村⑲

長谷川貴⑱・
大島⑲

腎臓内科
18診 交代制（初診）

松本（午後･再診）
交代制（初診）
渡邉（午後･再診） ― 交代制（初診）

蜂矢（午後･再診） ―

19診 浅野
（午前・再診）

中村（午前･再診）
三林（午後･再診） ― 谷口

（午前・再診） ―

受
付
Ｄ

脳神経内科

20診 大橋 瀧田 山田研 原田 竹中
21診 竹中 伊藤洋 鬼頭大 曽根（もの忘れ外来）

（連携室予約のみ） 小林麗

22診 小林麗（初診）山田研（初診）大橋（初診） 瀧田（初診）鬼頭大（初診）
25診 脳波・てんかんセンター

（岡田） 岡田 脳波・てんかんセンター
（小林麗） 岡田 睡眠センター（予約のみ）

（岡田）

受
付
Ｅ

総合内科

23診
林雅（午前）

濱田
（午後・予約のみ）

― 当番制
（午前・1･3週）

林雅
（午後）

安野
（午前）

23・24診 小嶋
（午前）㉔ ―

濱田
（午前2･4･5週）㉓

安野
（午後･予約のみ）㉓

久野
（午前）

24診 久野
（午後・予約のみ） ―

石川
（午前･予約のみ）

小嶋
（午後･予約のみ）

石川
（午後・予約のみ）

※総合内科の月・水・金は予約のみ。当日受付は不可。

腫瘍内科（2階）
（化学療法室）

1診 杉山（再診） 白石（再診） 北川（再診） 杉山（再診） 白石（再診）
2診 当番制（初診）小暮啓/船橋

当番制（初診）
加藤恭（再診）
当番制（初診）

佐藤真（再診）
当番制（初診）

西堀（再診）
当番制（初診）

※腫瘍内科では、担当医以外にも当番医が静脈路確保、アレルギー対応などを行っています。

禁煙外来(2階) 特別診察室 ― 当番制
（午後・予約のみ） ― ― 当番制

（午後・予約のみ）
緩和ケア内科

(2階) 特別診察室 稲田②・
岡本③ 船橋③

船橋③
近藤健

（外科外来）
稲田③・
岡本① 岡本③

内 視 鏡 室
（2階）

消化器
島田
近藤尚/
宇仁田/田中/
近藤高/恒川

島田（当番制）
近藤尚/浦田/
宇仁田/
近藤高/恒川

日比野
（当番制）

平嶋/齋藤/
浦田/田中/
宇仁田/恒川

近藤尚/
宇仁田/
近藤高/
齋藤/恒川

島田/平嶋
（当番制）

齋藤/浦田/
田中/近藤高/
近藤尚

呼吸器 ＢＦ（当番制） ― ― ＴＢＬＢ（当番制） ―

精 神 科(2階) 再診 宮本 宮本 宮本

脳神経外科
（2階）

1診 倉光 根来
（予約のみ）

須崎（1・3・5週）
玉利（2・4週） 西井 須崎

2診 高橋 江口 浅井琢

3診 安藤遼 伊藤翔（1・3・5週）
木全（2・4週） 梶田泰

外　　　科
（1階）

1診 片岡
（消化器）

伊藤将
（一般）

加藤彩
（乳腺）

末永
（一般・消化器）

竹田伸
（消化器）

2診
佐藤康

（乳腺･内分泌）
山田勝

（午後・3週以外）

宇田
（消化器）

近藤建
（一般・消化器）

林孝・加藤彩
（乳腺・内分泌）

林孝
（乳腺）

3診 木部
（一般）

竹田直
（一般）

田嶋
（消化器）

加藤公
（一般・消化器）

杉谷
（一般）

4診 森田（乳腺）
（午後・再診）

中山智
（心臓血管）

関
（呼吸器）

竹内榮
（心臓血管）

児玉
（末梢血管2・4週）

5診 森田（乳腺）
特別診察室 萩原

（2診・心臓血管）
※ストマ外来… 火曜 1・2・3・4 週  ※萩原医師の心臓血管外科は特別診察室で行います。
※末梢血管外科は完全予約制です (13:30 〜 15:30)。

◎外来受付時間　○初診 / 午前 8 時 30 分〜午前 11 時　○再診 / 午前 8 時 20 分〜午前 11 時
◎休診日　土曜、日曜、祝日、年末年始（12/29 〜 1/3）
◎担当は都合により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

診　療　科 月 火 水 木 金

整 形 外 科
(1階)

1診 森尚 家﨑 浅井信 風間 生田
2診 風間 生田 家﨑 生田
3診 浅井信 浅井信（リウマチ）森尚（リウマチ）森尚（人工関節）
4診 佐藤智（人工関節）服部陽（リウマチ）佐藤智（リウマチ） 服部陽（リウマチ）
5診 服部陽（人工関節） 金子（リウマチ）金子（人工関節） 金子（リウマチ）
6診 高橋伸（リウマチ）

皮　膚　科
（3階）

1診 滝 清水 清水 清水 竹田さ

2診 竹田さ 大井 大井 大野稔 大井
3診 日高 日高 滝 日高 滝
4診 植田 池谷 植田 倉橋 池谷

小　
児　
科
（
３
階
）

午前

1診 二村
（初診・一般）

交代制
（初診・一般）

二村
（初診・一般）

交代制
（初診・一般）

小野
（初診・一般）

2診 堀部
（血液・腫瘍）

堀部
（長期フォロー）

3診 前田
（長期フォロー）

前田
（長期フォロー）

前田
（長期フォロー）

前田
（長期フォロー）

前田
（長期フォロー）

4診 後藤
（長期フォロー）

後藤
（循環器）

後藤
（循環器）

後藤
（長期フォロー）

後藤
（循環器）

午後

1診 交代制
（一般）

交代制
（一般）

二村
(アレルギー)

交代制
（一般）

金子
（小児外科）月2回
交代制（一般）

2診
堀部

（長期フォロー）
高橋

（カウンセリング）
竹中（神経） 小野

(アレルギー)
栁澤/後藤

（乳児健診）

3診 前田
（長期フォロー）

前田
（長期フォロー）

高橋
（カウンセリング）

4診
後藤

（予防接種）
髙橋

（内分泌）月2回

後藤
（予防接種）

交代制
（一般）

後藤
（予防接種）

後藤
（予防接種）

遺　伝
診療科

（2階）特別診察室 ― ― 服部浩・
田口・河合 ― 服部浩・

田口・河合
遺伝（3階）
カウンセリング 看護外来 服部浩・

田口・河合 ― ― 服部浩・
田口・河合 ―

※遺伝診療科及び遺伝カウンセリングは完全予約制です。※カウンセリング予約枠：月曜1枠（13:00-14:00）、木曜2枠（13：00-14：00、15:00-16:00）

耳鼻いんこう科
頭 頸 部 外 科

（3階）

1診 加藤健・
佐藤良 三澤・佐藤良 森永 竹内佑 加藤健

2診 森永 森永 加藤健 佐藤良
横井（13:30-15:30） 森永

3診 三澤 竹内佑 竹内佑 加藤健 三澤（1･3･5週）
佐藤良（2･4週）

めまい・耳鳴り
14：00〜 三澤・佐藤良

眼　　　科
（3階）

1診
（初診）

小口（1･3･5週）
鶴田（2･4週）

伊藤和（1･3･5週）
服部友（2･4週） 近澤 高士

手術日

2診 鶴田（1・3・5週）
小口（2･4週） 小口 伊藤和 小口

（1･3･5週）
3診
4診 廣瀬 廣瀬

5診
服部友（1・3・5週）
近澤（2・4週）
鳥居（午後）

高士 鳥居良 服部友

6診 吉田 久保田 久保田

産 婦 人 科
（3階）

1診 中西 東 熊澤 熊澤 中西
2診 稲葉 交代制 稲葉 交代制 東

※木曜の診察は、手術がある場合は1診対応となり、どちらかの医師の診察となります。産褥1ヶ月健診は、金曜日に行います。

泌 尿 器 科
（3階）

初診 鈴木晶 交代制 平林 交代制 吉野
再診 吉野 鈴木晶 伊藤 松浦
再診 鈴木知 土井（2・4週） 岡村 平林

血 液 内 科
（3階）

1診 永井 飯田 永井 飯田 安田
2診 飯田 鈴木康 今橋伸 鈴木康 今橋伸

3診 安田 平野志 小暮あ 平野大 小暮あ

LTFU 飯田（2・3週） 飯田(3週)
※LTFU：造血幹細胞移植後外来

専 門 外 来
（3階）

1診 笠原（4週以外）
伊藤公（4週）

小暮あ
（14:00まで）

今橋真
（14:00まで）

横幕・松下
（3週・午後） 横幕

3診 小暮あ
（14:00まで）

林
（12:00まで）

笠原
（14:00まで）

小暮あ
（12:00まで） 今橋真

歯科口腔外科
（3階）

初診 荒川 萩野 松井 交代制 宇佐美・宮坂
再診 萩野 宇佐美 宇佐美 交代制 萩野
再診 松井 荒川 萩野 荒川
再診 宮坂 松井 荒川 松井
再診 宮坂

放射線科（地下1階） 初診・再診 加藤惠・宮川 加藤惠・宮川 加藤惠・宮川 加藤惠・宮川 加藤惠・宮川

放射線
（1階）

診断
午前 宇佐見・

安藤嘉
宇佐見・
安藤嘉

大岩・
宇佐見

大岩・宇佐見・
安藤嘉

大岩・
安藤嘉

午後 宇佐見・安藤嘉
大岩（午後3時〜）

大岩・宇佐見・
安藤嘉

大岩・宇佐見・
安藤嘉

大岩・宇佐見・
安藤嘉

大岩・宇佐見・
安藤嘉

X線TV5 午前 消化器 呼吸器 消化器
X線TV6 午後 耳鼻いんこう科（嚥下） 耳鼻いんこう科（嚥下）

RI/PET 宇佐見 安藤嘉 宇佐見 大岩 大岩
超音波 大岩・

森田（午前） 森田 大岩(生検)/
森田

遠藤・須田
（乳腺） ―

検診 大岩・須田 大岩・須田 大岩・須田 大岩・須田 大岩・須田

独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター

令和3年5月1日現在


