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竹田副院長の後を引き継がせていただきます
脳神経外科の梶田です。まず、自己紹介しま
す。私は、1984年から掖済会病院で6年間脳
卒中や頭部外傷などの救急医療を研修しまし
た。1990年名古屋大学で最先端手術を学び、
クモ膜下出血後におこる脳血管攣縮を解明する
研究を始めました。1995年アメリカ・セント
ルイスのワシントン大学で研究を続ける機会を
いただきました。帰国後、脳卒中の研究に心血
注いできた私は突然教授に呼ばれました。「欧
米ではパーキンソン病やてんかんの手術が普
及しているが、日本は遅れている。名古屋大学
で始めないといけない。君やってくれない
か？」。話の筋は通ってますし、教授の言葉は
絶対でした。ページはめくられました。すぐ
に、アメリカ、カナダに渡り初めてみた手術は
どれも新鮮でした。
手術には道具が要ります。新しい手術に必要

な多くの道具は薬事法未承認でしたから、医療
安全管理部に大変お世話になりました。極めつ
けは当時の松尾病院長に購入いただいたアジア
初の導入となる手術支援ロボットでした。手術
の日は、院長の計らいで多数のメディアに取り
巻かれ、人生最高のプレッシャーもいただきま
した。
さて、冒頭の言葉です。ドイツ人建築家ルー

ドウイッヒ・ミース・ローエの言葉とされます。
「作品を完成するには、細部まで念入りにこだ
わると、本物の名作ができる。」と解釈されま

す。建築では、人の見えないところも決して手
を抜かない戒めも含めます。Apple社の創業者
ジョブスはこの言葉を大事にしました。彼が作
ったi-phoneは、今も世界中で愛用されます。
初めての手術前夜は、こみ上げる不安を打ち
消すため、過去の手術論文を再度熟読します。
頭の中で手術手順に抜かりはないかを繰り返し
確認します。最後に「人事は尽くした。」と勝
手に自分を納得させ、覚悟を決めて寝ます。当
日は、「今までに練り上げた手順を終始丁寧に
なぞれば、結果は必ずついてくる。」と信じて
メスをもちました。
名古屋医療センターに赴任してから6年経ち
ました。今後は、病院の運営にも関わらせてい
ただきます。私の人生で、また新たなページが
めくられます。医療サービスは、他の対人サー
ビスと比べて、かなり特殊です。医療者と患者
さんの医療知識に格段の差があります。その中
で患者さんは、私たちに大事な命や身体を預け
てくださいます。細部にわたり最高の医療技術
を提供し、患者さんの信頼に応えたいです。患
者さんが玄関に入ってから出るまできめ細かい
サービスをつなげたいです。見えるサービスの
良し悪しは、患者さんの御判断です。気が付い
たところは、是非、ご遠慮なくご指摘ください。
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皆様にこの原稿を読んでいただいている時

は、すでに暑くなっている頃でしょうか。

今はといえば桜は満開ですが、花冷えの中

（少し前は最高気温20℃ほどでしたが、今日は

13℃）書いております。

「よもやま話」というお題なのでほぼ雑談で

すが。

春の花の季節は複雑です。暖かいかと思うと

急にまた寒くなりますし。異動や退職、就職な

ど別れと出会いの季節でもあります。

私にとっての春は、「花はきれいなんだけど

な」が加わります。それは「花粉」や「黄砂」

が飛んでくるから！　花が咲くのを見る前から

「あ～春だな」（つまり「花粉来た」）となるわ

けです。花粉症になってから花見はもっぱら車

などの車窓越し。

最近では「密にならないからコレも良し」と

思ったり。

ひのき花粉まで症状が続くので、ツツジが咲

いてくると「良し。もう少し」です。ツツジの

花見も車窓からです。以前は5月の大型連休に

渋滞を避けて見ていました。学生時代からよく

行っていたところへこの2-3年連休に行くと花

は終わりかけていることが多くなりました。こ

れも温暖化の影響でしょうか。

桜
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と…

北川 智余恵
がん総合診療部長
腫瘍内科医長
外来化学療法室長
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初期研修医 池田真輝
初心忘れるべからず! 医師として働き出す今の緊
張感や目標を忘れずに、日々の診療にあたりたい
と思います。様々な経験を糧に、責任感のある医
師を目指していきます。名古屋出身ですので、少

しでも地元に役立てるよう頑張ります。

初期研修医 伊藤　拳
はじめまして、本年度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ります。出身は大阪
ですが幼少期に名古屋に引っ越してきたため心は
名古屋にあります！至らぬ点も多く、ご迷惑をお

掛けすることも度々あると思いますが、2年間精いっぱい研修
に励んでいきますのでご指導のほどよろしくお願いします。

初期研修医 岩本開仁
はじめまして。4月より名古屋医療センターで研修
医としてお世話になります。地元は愛知ですが、
大学生活は鹿児島で過ごしたため、フレッシュな
気持ちでまた頑張りたいと思います。2年間では多

くの研鑽を積み、自身の成長へと繋げると同時に、地域医療に
貢献できるよう、日々精進してまいりたいと思います。ご指導
ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

初期研修医 王　微微
初めまして。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。ここで研修
ができることをとても嬉しく思います。医師とし
て成長できるさまざまな機会を頂けることが名古

屋医療センターの魅力だと思います。初心を忘れず日々精進し
ていきたいと思います。今後ともご指導のほどよろしくお願い
いたします。

初期研修医 岡林茉奈
はじめまして。本年度よりお世話になります。出
身は京都なのですが、名古屋の地に早く慣れられ
るよう、みなさまとたくさん関わりを持ちたいと
思っております！患者さんにも医療スタッフにも

信頼して任せてもらえる医師を目指しています。ご迷惑をおか
けすることもあるかと思いますが精一杯努力していきますの
で、どうぞよろしくお願いいたします。

初期研修医 勝見周平
今年度から名古屋医療センターで研修医として働
かせていただきます。地元が名古屋のため、戻っ
てきました。分からないことだらけで働くことに
まだ不安を感じておりますが、先生方や先輩方か

らたくさん吸収し成長していきたいと考えております。この2
年間、どうぞ宜しくお願い致します。

初期研修医 下村敏文
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。出身は和歌山
で名古屋の都会感と、仕事の責任感に圧倒されてお
りますが、医師として一人前になれるよう努力致し

ますので、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 竹市 愛花里
はじめまして。今年度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ります。憧れの名古
屋で働けることを大変嬉しく思います。患者さん
やスタッフの皆様から信頼される医師になれるよ

う、少しでも多くのことを学び、精進していく所存です。至ら
ない点も多々あるとは思いますが、ご指導ご鞭撻のほどよろし
くお願い致します。

血液内科医長 足立達哉
6年ほど関西の病院で働いていましたが、このたび
名古屋に戻って参りました。当院で最新の知見を
学びこれからの診療に役立てていきたいと考えて
います。よろしくお願い申し上げます。

外科医師 多代　充
患者様お一人お一人のことを考え誠意をもって務
めさせていただくことを考えています。そのため
には患者様とのコミュニケーションだけでなく知
識と技術の向上が必要で、引き続き研鑽を積ませ

ていただきたいと思います。

内科専攻医（内科） 伊藤拓未
はじめまして内科専攻医1年目の伊藤と申します。
初期研修は石川県で行いましたが、名古屋出身で
す。久しぶりに戻ってきた名古屋で働けることを
嬉しく思います。分からないことばかりですので

いろいろ教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたし
ます。

内科専攻医（内科） 佐古友希
山口県から参りました佐古友希と申します。4月か
らの配属でまだ病院のシステム等に慣れていない
ため、ご迷惑をおかけしてしまう事もあるかと存
じますが、1日も早く病院の一員として恙なく業務

を遂行できるよう精進いたします。何卒宜しくお願い申し上げ
ます。

外科医師 服部正嗣
市立四日市病院で6年間、消化器外科手術、化学
療法を専門に修行を積んできました。名古屋医療
センターという一流病院での勤務に緊張していま
すが、貢献できるようになりたいと思います。よ

ろしくお願いします。

耳鼻咽喉科・頭頸部外科医長 寺西正明
4月に名大病院から耳鼻いんこう科医長として当院
に赴任しました寺西正明です。耳鼻いんこう科一
般の他、手術は内視鏡を用いた鼻手術を主に行っ
ていました。安全でより質の高い医療を提供でき

るよう耳鼻いんこう科診療の充実に尽力します。皆様にお世話
になりますが、どうかよろしくお願い申し上げます。

消化器内科医師 藤田美穂
4月より消化器内科にて勤務させていただくことに
なりました藤田と申します。今後ともよろしくお
願いいたします。

脳神経外科医師 伊藤真史
豊橋市民病院から異動してきました。専門は脳血
管内治療を中心とした脳血管障害です。相談した
い症例、疑問に思った疾患などありましたら、気
軽に声をかけてください。

脳神経外科医師 後藤峻作
4月より脳神経外科にて勤務させていただくことに
なりました後藤と申します。脳梗塞、動脈瘤など
の血管障害に対するカテーテル治療を専門として
おります。今後ともよろしくお願いいたします。

麻酔科医師 三宅舞香
よろしくお願いいたします。

歯科口腔外科医師 上嶋伸知
4月より勤務しております歯科口腔外科の上嶋と申
します。12年ぶりに当院へ戻ってまいりました。
10年一昔とは本当にその通りです…。口腔外科を
通じて少しでも皆様に貢献できればと考えており

ます。よろしくお願い申し上げます。

呼吸器内科医師 佐野将宏
呼吸器内科の佐野と申します。大学院で院内肺炎
の研究後、東名古屋病院で抗酸菌について学び、
呼吸器感染症を専攻しています。色々とご迷惑を
おかけすることもあると思いますが、よろしくお

願いいたします。

内科専攻医（呼吸器内科） 村尾大翔
愛知医科大学病院で研修し、5年目に内科専門医制
度を通し、名古屋医療センターにきました。呼吸器
内科を専攻しており、１年間通して呼吸器内科にお
世話になる予定です。いろいろと興味を持っては落

ち着かない性分ですが、たくさんの症例を経験し、スキルアッ
プできればと思いますのでご指導の程よろしくお願いします。

脳神経外科専攻医 川口直人
脳神経外科の川口と申します。お隣の清須市の出
身でこれまで岡崎市民病院で初期・後期研修をし
ておりました。未熟者で至らない点も多いかと思
いますが、明るく元気に頑張りますので何卒よろ

しくお願いします。

産婦人科医師 吉田 沙矢子
はじめまして。吉田沙矢子と申します。私は岡崎
市民病院に7年間在籍したのち名古屋大学医学部
附属病院へ移動し5年間修練を積み、生殖医療専
門医を取得致しました。これからどうぞよろしく

お願い致します。

初期研修医 田中美緒
はじめまして。本年度からお世話になります。出
身は愛知県知立市です。いち早く新しい環境に慣
れ、研修を有意義なものにしていけるよう努力し
てまいります。2年後には自信を持って初期対応す

ることができるようにしたいと思います。至らない点も多くあ
ると思いますが、ご指導の程よろしくお願いいたします。

初期研修医 谷　壮太
はじめまして。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勤務させて頂きます。地元で
ある愛知県で皆様に信頼される医師を目指してい
きたいと思っております。できる限りの成長をす

るべく2年間頑張って参りますので、ご指導ご鞭撻のほどよろ
しくお願い致します。

初期研修医 長嶺匠悟
はじめまして。本年度より初期研修医としてお世
話になります。琉球大学出身で、生まれも育ちも
沖縄ですが、ここ名古屋の地で医師としての第一
歩を踏み出すことができて大変嬉しく思います。2

年間、精一杯精進していきます。至らない点も多々あると思い
ますが、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 西庵良哉
初めまして。4月から初期研修医としてお世話にな
ることになりました。関西で大学まで過ごし、名
古屋は慣れない土地で不安も多いのですが、新し
い環境で過ごせることを楽しみながら働きたいと

思います。患者さんや病院のスタッフの方々にご迷惑をおかけ
するだろうと思いますが、日々学びながら成長していくのでよ
ろしくお願いします。

初期研修医 丹羽良徳
初めまして、今年度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。憧れの
名古屋で医師人生を始められることを大変嬉しく
思います。患者さんの心に寄り添った医師になれ

るよう、少しでも多くのことを吸収して日々精進して参りま
す。至らない点も多々あると思いますが、ご指導ご鞭撻の程よ
ろしくお願い致します。

初期研修医 藤本哲志
はじめまして。4月から名古屋医療センターにて、初
期臨床研修医としてお世話になっております。大学
は県外に出ていましたが、地元の愛知県に戻って研
修できることを大変嬉しく思っております。初心を忘

れることなく、感謝の気持ちを持って、日々成長していけるよう
頑張っていきたいと思っております。2年間ご指導ご鞭撻のほど
何卒宜しくお願いいたします。

初期研修医 白井大士
はじめまして。4月から歯科初期研修医として勤務
させて頂くことになりました。このような素晴ら
しい施設で研修出来ることを大変嬉しく思ってい
ます。日々たくさんのことを吸収し、成長につな

げたいと思っておりますのでご指導のほど何卒よろしくお願い
致します。

初 期 研 修 医
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初期研修医 池田真輝
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センターという一流病院での勤務に緊張していま
すが、貢献できるようになりたいと思います。よ
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医療最前線
現在、我が国では国民の約半分が何らかのア

レルギー疾患に罹患しているといわれていま
す。乳幼児も例外ではなく、アトピー性皮膚
炎、食物アレルギー、気管支喘息、アレルギー
性鼻炎などの症状により、患児・家族のQOL
が低下することも少なくありません。近年、ア
レルギー疾患においても生物学的製剤や分子標
的薬などが登場し、治療法がめざましく進歩し
ていますが、まずは病気にならない「予防」が
出来れば、それに勝ることはないでしょう。特
に食物アレルギーには現在のところ有効な治
療法がないため、世界中で予防に関する研究が
なされています。このうち現時点で有効と考
えられる乳児の食物アレルギー予防法を紹介
します。
① 【早期から摂取を開始する】
卵やピーナッツは除去せずに通常生後6か月

すぎの離乳食の早い時期から摂取するようにし
ます。

② 【離乳食は多品目摂取する】
1歳までに摂取する品目数が多くなるよう、
離乳食で摂取する食物の種類を増やします。
③ 【湿疹ができたら早く治す】
乳児湿疹を治療せず放置した期間が長いほど
食物アレルギーを発症しやすくなります。湿疹
ができたら早めに外用薬で治療します。
以前は、新生児期から保湿剤を毎日塗布する
ことでアトピー性皮膚炎の発症が予防でき、さ
らに食物アレルギーの発症予防にもつながると
いわれていました。しかし最近の大規模調査に
よって、その予防効果がないことが判明してい
ます。従って食物アレルギーの発症予防目的で
新生児に保湿剤塗布を指導することは推奨でき
ません。ただし保湿剤をつかったスキンケアに
は皮膚の清潔保持や乾燥防止の効果があり、良
好な母子関係の構築にも貢献するため、一概に
スキンケアの中止を勧めるものでもありませ
ん。

乳
児
の
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
発
症
予
防

二村昌樹
小児科医長

　

当院は2018年7月より北名古屋市を拠点に訪問診療を開始し2021年4月には医療法
人社団青楓会 北名古屋クリニックとして新たなスタートを切りました。2022年4月現
在常勤医師4名体制で訪問診療を行っております。
私がこれまで過ごした急性期病院の医療スタッフは皆患者さんのために昼夜を問わ

ず粉骨砕身働いているにも拘わらず、退院プランニング（調整という言葉は嫌いです）
となると自宅への退院が難しい場合には転院または施設入所という単純な方程式を解
くような場面が多かったように思います。
さて皆さんの中で病院や診療所への通院が辛く感じるようになった方はおられませ

んか？入退院を繰り返している、独居状態である、老老介護である、一緒に通院して
くれる家族が居ない、薬の管理が大変（薬が余る）、待合室で長時間待つことが耐えら
れない、タクシーで通院している……これらがひとつでも当てはまる方は通院困難と
なっている可能性があります。是非とも主治医と訪問診療について話し合ってみてく
ださい。
訪問診療についてもっと詳しくお知りになりたい方は当院の相談員が分かりやすく

説明いたしますのでどうぞお気軽にご連絡ください。

　

院長
松本政実

理事長・院長：松本 政実
日本内科学会認定内科医 日本呼吸器学会専門医
日本アレルギー学会専門医 医学博士

所 在 地：〒481-0033 愛知県北名古屋市西之保青野東５３－１
電　　話：0568-54-6180
Ｆ Ａ Ｘ：0568-54-6183
診療科目：内科、消化器内科、呼吸器内科、緩和ケア内科
訪問診療：月～金（9:00～17:00） 緊急往診24時間対応
外来診療：月、火、木、金 17時～20時
URL：https://houmonshinryou.com/clinic/seifukai-01/

医療法人社団 青楓会 北名古屋クリニック

医療法人社団 青楓会 北名古屋クリニック  
（訪問診療：在宅緩和ケア充実診療所）

クリニック外観

クリニック医師

⎛　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ⎞
⎝　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ⎠

◎訪問診療のご希望がございま
したら、お気軽にクリニック相
談員までお問い合わせください。

【相談員】中川、 角田、 坂上、 浅野
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レルギー疾患においても生物学的製剤や分子標
的薬などが登場し、治療法がめざましく進歩し
ていますが、まずは病気にならない「予防」が
出来れば、それに勝ることはないでしょう。特
に食物アレルギーには現在のところ有効な治
療法がないため、世界中で予防に関する研究が
なされています。このうち現時点で有効と考
えられる乳児の食物アレルギー予防法を紹介
します。
① 【早期から摂取を開始する】
卵やピーナッツは除去せずに通常生後6か月
すぎの離乳食の早い時期から摂取するようにし
ます。

② 【離乳食は多品目摂取する】
1歳までに摂取する品目数が多くなるよう、
離乳食で摂取する食物の種類を増やします。
③ 【湿疹ができたら早く治す】
乳児湿疹を治療せず放置した期間が長いほど
食物アレルギーを発症しやすくなります。湿疹
ができたら早めに外用薬で治療します。
以前は、新生児期から保湿剤を毎日塗布する
ことでアトピー性皮膚炎の発症が予防でき、さ
らに食物アレルギーの発症予防にもつながると
いわれていました。しかし最近の大規模調査に
よって、その予防効果がないことが判明してい
ます。従って食物アレルギーの発症予防目的で
新生児に保湿剤塗布を指導することは推奨でき
ません。ただし保湿剤をつかったスキンケアに
は皮膚の清潔保持や乾燥防止の効果があり、良
好な母子関係の構築にも貢献するため、一概に
スキンケアの中止を勧めるものでもありませ
ん。

乳
児
の
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
発
症
予
防

二村昌樹
小児科医長

　

当院は2018年7月より北名古屋市を拠点に訪問診療を開始し2021年4月には医療法
人社団青楓会 北名古屋クリニックとして新たなスタートを切りました。2022年4月現
在常勤医師4名体制で訪問診療を行っております。
私がこれまで過ごした急性期病院の医療スタッフは皆患者さんのために昼夜を問わ
ず粉骨砕身働いているにも拘わらず、退院プランニング（調整という言葉は嫌いです）
となると自宅への退院が難しい場合には転院または施設入所という単純な方程式を解
くような場面が多かったように思います。
さて皆さんの中で病院や診療所への通院が辛く感じるようになった方はおられませ
んか？入退院を繰り返している、独居状態である、老老介護である、一緒に通院して
くれる家族が居ない、薬の管理が大変（薬が余る）、待合室で長時間待つことが耐えら
れない、タクシーで通院している……これらがひとつでも当てはまる方は通院困難と
なっている可能性があります。是非とも主治医と訪問診療について話し合ってみてく
ださい。
訪問診療についてもっと詳しくお知りになりたい方は当院の相談員が分かりやすく
説明いたしますのでどうぞお気軽にご連絡ください。

　

院長
松本政実

理事長・院長：松本 政実
日本内科学会認定内科医 日本呼吸器学会専門医
日本アレルギー学会専門医 医学博士

所 在 地：〒481-0033 愛知県北名古屋市西之保青野東５３－１
電　　話：0568-54-6180
Ｆ Ａ Ｘ：0568-54-6183
診療科目：内科、消化器内科、呼吸器内科、緩和ケア内科
訪問診療：月～金（9:00～17:00） 緊急往診24時間対応
外来診療：月、火、木、金 17時～20時
URL：https://houmonshinryou.com/clinic/seifukai-01/

医療法人社団 青楓会 北名古屋クリニック

医療法人社団 青楓会 北名古屋クリニック  
（訪問診療：在宅緩和ケア充実診療所）

クリニック外観

クリニック医師

⎛　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ⎞
⎝　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ⎠

◎訪問診療のご希望がございま
したら、お気軽にクリニック相
談員までお問い合わせください。

【相談員】中川、 角田、 坂上、 浅野



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 近藤高 近藤高 藤田（1・3・5週）

田中（2・4週） 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 佐野 沖
篠原（午前）

山田有/
鳥居（午後）

石井
（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/

篠原（初診）
丹羽英/

佐野（初診） 丹羽英 山田有/
鳥居厚（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 交代制 近藤隆 西山
10診 今井 上村 山下 富田 宮原
11診 交代制 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）

14診 丹羽靖
（初診・再診）

丹羽靖
（初診・再診）

田實
（初診・再診）

田實
（初診・再診）

杉浦
（初診・再診）

15診 杉浦
（初診・再診）

山田努
（初診・再診）

山家由
（初診・再診）

山田努
（初診・再診）

山家由
（初診・再診）

受
付
Ｃ

膠原病内科 
リウマチ科

8診 水谷有
（初診）

高野/梅村
（1・3週・午後以外）

12診 小嶋（初診）/
長谷川貴（午後）

長谷川貴
（初診）

大島
（初診）

予約のみ
（3週・午後）

高野/梅村
（1・3週・午後）

17診 高野 杉山繭/高野
梅村/長谷川貴

（午前）
平野大介（午後）

大島（午前）
長谷川貴/大島

（午後）
鈴木道

18・19診 高野⑱・
水谷有⑲

長谷川貴⑱・
大島（梅村）

⑲

腎臓内科
18診 交代制（初診）

松本（午後・再診）
交代制（初診）
東（午後・再診） ― 交代制（初診）

蜂矢（午後・再診） ―

19診 浅野（午前・再診）
栁澤（午後・再診）

中村（午前・再診）
三林（午後・再診） ― 龍華（午前・再診）

臨時再診（午後） ―

受
付
Ｄ

脳神経内科

20診 大橋 瀧田 梶田脩 原田 竹中宏

21診 伊藤洋 曽根（もの忘れ外来）
（連携室予約のみ） 龍見

22診 小林麗（初診）竹中宏（初診）大橋（初診） 瀧田（初診） 原田（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）
丹羽梓

（午前）

―
濱田

（午前2・3・4・5週）
丹羽梓

（午後・予約のみ）

濱田
（午後）

24診 丹羽梓
（午後・予約のみ） ―

※総合内科は事前紹介予約のみ。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 小暮啓/船橋 佐藤真（再診）
初診 白石・北川 佐藤真・杉山 杉山・白石 白石 杉山・佐藤真

※腫瘍内科は、初診・紹介は当番制です。

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
近藤建

（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/
近藤高/恒川/
藤田

島田（当番制）
近藤尚/浦田/
宇仁田/恒川/
藤田

平嶋/齋藤/
浦田/宇仁田/
恒川/日比野/
藤田

近藤尚/
宇仁田/
近藤高/齋藤/
恒川/藤田

島田/平嶋
（当番制）

齋藤/浦田/
近藤高/
近藤尚/藤田

呼吸器 ＢＦ（当番制） ― ― ＴＢＬＢ（当番制） ―

精 神 科(2階) 再診 ― 宮本 ― 宮本 宮本
※精神科では当面の間、初診患者の受入れを停止しております。

脳神経外科
（2階）

1診 倉光 根来
（予約のみ） 後藤峻 交代制 須崎

2診 高橋立 江口 伊藤真

3診 安藤遼 川口（1・3・5週）
寺尾（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）

多代
（一般・消化器）

2診 山田勝
（3週以外）

服部正
（消化器）

近藤建
（一般・消化器）

林孝・加藤彩
（乳腺）

林孝
（乳腺）

3診 梅村
（一般）

中山智
（心臓血管）

田嶋
（消化器）

山家豊
（一般・消化器）

加藤公
（一般・消化器）

4診
乳腺（午前）

森田
（乳腺・午後/再診）

児玉
⎛ 末梢血管 ⎞
⎝4週以外・午後⎠

関
（呼吸器）

竹内榮
（心臓血管）

5診 竹田伸（消化器） 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。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 家﨑 髙橋伸 風間 生田
2診 髙橋伸 生田 浅井信（人工関節） 平良 平良
3診 風間 浅井信（リウマチ） 家﨑 森（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 森（リウマチ）

皮　膚　科
（3階）

1診 滝 清水 清水 清水 植田
2診 池谷 大井 大井 大野 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 後藤雅
（長期フォロー）

後藤雅
（循環器）

後藤雅
（循環器）

後藤雅
（長期フォロー）

後藤雅
（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）

竹中純
（神経）

小野
(アレルギー)

後藤雅
（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
後藤雅

（予防接種）
髙橋

（内分泌）月2回

後藤雅
（予防接種）

交代制
（一般）

後藤雅
（予防接種）

後藤雅
（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
（初診）

加藤健・
佐藤良 寺西・降籏 森永 竹内佑 加藤健・

降籏

2診 森永・降籏 森永 加藤健 佐藤良
横井（13:30-15:30） 佐藤良

3診 寺西 竹内佑 竹内佑 加藤健 寺西（1・3・5週）
森永（2・4週）

めまい・耳鳴り・難聴 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） 高士 伊藤和

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）

鳥居良 服部友

6診 吉田統 久保田 久保田

産 婦 人 科
（3階）

1診 中西 吉田沙 熊澤 熊澤 中西
2診 稲葉 鈴木一 稲葉 交代制 吉田沙

※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 岩間（2・4週） 岡村 平林

血 液 内 科
（3階）

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

3診 安田 平野志 小暮あ 平野大希 小暮あ

LTFU 飯田（1週） 飯田（2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・渡邊
（1週・午後）

3診 小暮あ
（14:00まで）

林（12:00まで）
神田（午後）

笠原
（12:00まで）

小暮あ
（12:00まで） 今橋真

歯科口腔外科
（3階）

初診 上嶋 萩野 小田 交代制 成田
再診 萩野 小田 萩野 交代制 小田
再診 小田 上嶋 上嶋 萩野
再診 成田 宇佐美 宇佐美 上嶋
再診 成田 宇佐美

放射線治療科
（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4年5月1日現在


