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大分赤十字病院の理念
私たちは

人道・博愛の精神に基づき

すべての人々の手を携え、科学的で心のこもった

医療を追求します

私たちは、自由と創造性に富み

よろこびに満ちた職場を造ります

私たちは、

において、最良の医療を提供することを使命とします

私たちの使命

救急
災害医療

がんの診療 生活習慣病
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1 ごあいさつ

１．「赤十字」医療施設として
災害救護医療においては「赤十字」が従来担ってきた亜急性期、回復期の救護班に

よる活動に加え、近年 DMAT（Disaster Medical Assistance Team）など超急性期災
害救護医療活動に力を入れています。日本 DMAT として、大分 DMAT として、日赤
DMAT は、日赤県支部と協働して諸活動に参加しています。特に発生が近づいている
とされる南海トラフ大地震に備えて、シミュレーション訓練も含め国・県・諸団体と協
働して対応にあたります。

２．地域に求められる中核的医療機能
今、再開発がすすめられている県都大分市の中心市街地における唯一の公的病院である

当院は、地域コミュニティの医療中核組織として、立地条件に加え、地域ニーズ、医師の
専門性等を考慮して必然的に、「急性期」「入院」「総合」のキーワードが浮かんで来ます。

　　１）急性期・総合・入院機能
日本人の 3 大死因と「赤十字」機能を考慮して当院はがん、救急・災害、生活

習慣病の急性期医療を 3 大対象とし、加えて地域に求められる整形外科手術や腎
疾患の系統的診療、膠原病・リウマチの専門的診療、政策医療としての産科・小
児科医療についても 2025 年に向けてこれまで以上に充実を図らなければなりま
せん。又、病院歯科として口腔外科手術にも力をいれてまいります。

院 長 ご あ い さ つ
超高齢社会の到来と当院の役割
　団塊の世代が後期高齢者の 75 才に達する 2025 年を控えて、超
高齢社会がせまりつつあります。高齢者の特徴として複数の疾患
を併存している事が多く、医療需要の増大が予想されています。
　今年の医療法改正や診療報酬改訂は 2025 年に向けて医療機関
の機能分化と連携すなわち、急性期病院を減らして回復期や在宅
での医療を強化する方針が「待ったなし」として明確に打ち出さ
れました。各病院は2025年に向けて選択と決断が迫られています。
　そこで、超高齢社会における当院の役割と方向性について考え
てみました。

院長　若杉  健三

§大分赤十字病院の機能の明確化　…　「赤十字」と「地域」
大分赤十字病院は「赤十字」の使命と公的病院として
　　「地域に求められる医療」を提供する責任を負っています。
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総合診療機能は、27 の診療科の各専門家による連携・協働の総和によって全
人的医療を提供する体制を構築していきたいと思います。

　　２）地域医療支援病院として
紹介患者や救急車を「断らない・待たせない」病床運営のもと、質の高い急

性期医療を提供するとともに、紹介先には経過・結果を密に報告、連絡し急性
期後（ポストアキュート）は必ず紹介元等にお返しして前方・後方両方向で、
皆様との連携による地域完結型医療を構築したいと考えています。

　　３）救急部の充実 … 脳卒中診療の拡充
当院にとって救急医療の拡充は年来の課題であります。現在専従の高橋副部

長のもと各診療科医師が運営にかかわっています。

脳卒中診療の拡充
神経内科の荒川部長（専門 : 脳卒中）のもとに、分大神経内科より脳血管疾

患の血管内治療の専門家である姫野医師を迎えることが出来ました。関係診
療科・大学の協同のもと、ハード・ソフト両面から整備をすすめております
のでご利用をお願い致します。

　　４）地域がん診療連携拠点病院として
H14 年、県内初の拠点病院としてスタートし各領域のがんの専門家による努

力と皆様方のご支援のおかげで実績を評価・公表するに十分な症例が蓄積して
まいりました。各々のがんの 5 年生存率をはじめ、診療実績の公表を通じて、
諸賢のご批判を仰ぎ、がん診療成績の向上につなげたいと思います。

　超高齢化社会の到来とそれに伴う疾病構造の変化への当院の対応としては、急性期・総合・
入院をキーワードとして一般外来、急性期後（ポストアキュート）の医療では地域医療を守っ
ている諸施設の皆様との連携のもと、患者にとって全経過を通じて全人的で質の高い医療
を提供するネットワークを構築していければと思っています。皆様のご理解とご指導、ご
協力をお願いいたします。



3 医療連携・患者支援センター

〜地域完結型医療をめざして〜

【患者さんのために　医と医を結ぶ橋渡しを　心をこめて行います】
院外院内に目配り気配りをして、迅速で正確、そして温かい医療サービスの提供を目指します。

　医療連携・患者支援センターの主な業務内容

１．地域医療施設との連携業務
　　●紹介患者さんの事前受付（FAX または TEL）
　　　外来診療予約　入院予約　検査予約（放射線科検査　内視鏡検査　循環器検査）
　　●登録医に関すること
　　　設備・高度医療機器・開放病床の共同利用の手続き
　　●紹介元医療施設への報告書（お返事）管理
　　●紹介患者さん及び医療施設との情報管理
　　●ベッドコントロール
　　●退院支援（転院支援）
　　●病院情報等の広報（外来診療担当表、FAX による通信など）
　　●医療機関、患者さんからのお問い合せ・意見・要望等の受付窓口
　　●医療連携フォーラムの運営　等

２．相談業務
　　●がん相談

地域がん診療連携拠点病院の「がん相談支援センター」として地域医療機関、院内外の患
者さんや家族、地域住民の皆さんからの相談にがん関係の専門・認定看護師が対応します。

　　●診療相談
　　・治療・看護に関する事
　　・薬剤に関する事
　　・医療費に関する事
　　・福祉、社会資源の活用に関する事
　　●その他
　　・セカンドオピニオン外来の予約受け付け
　　・緩和ケア外来の予約受け付け
　　・その他にも、入院中、通院中にお困りの
　　　ことは何でもご相談ください。

３．その他
　　●がんサロンの開催（毎月第２火曜日）など

医療連携・患者支援センター

大分赤十字病院へのご意見等問い合わせ先

医療連携・患者支援センター TEL：097（540）6167（直通）　FAX：097（513）5270（専用）
TEL：097（532）6181（内線319）

スタッフ（医師 1名、看護師 5 名、
　　　　 社会福祉士 3 名、事務員 2 名）
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地域医療連携のシステム

医療機関

検査のご予約の場合（CT・MRI・RI・超音波検査・内視鏡検査）

（診療情報）

医療連携・患者支援センター 受付

医療連携・患者支援センター

（カルテ作成）

（患者様）

Dr Dr

大分赤十字病院
①検査予約日時の申し込み

②検査予約日時決定後FAX

③検査・受診

④診断結果報告

医　事　課
紹
介
状

保
険
証

診療・入院ご予約の場合

医療機関 大分赤十字病院
①受診予約FAX

DrDr

医療連携・患者支援センター

②受診

③診断結果報告

紹
介
状

保
険
証

（診療情報）

医　事　課

病　　　棟

外　　　来

（カルテ作成）

（患者様）

（患者様情報の伝達）（患者様情報の伝達）

医療連携・患者支援センター
（時間外は入院・時間外窓口４番へ）

登録証（名札）の提示

登院簿の記載

ご来院時

白衣（当院準備）
名札（持参）の着用
病室で紹介患者の共同診療

病棟へご案内

共同診療

【登録医の先生方が来院した時の手順】

医療連携・患者支援センター
（時間外は入院・時間外窓口４番へ）

登院簿に記載

無料駐車券のお渡し

お帰りの際

開放病床・設備・医療機器共同利用について

利用可否のご連絡

来院・ご利用地域の登録施設 大分赤十字病院
医療連携・患者支援センター

開放病床・医療機器
設備の利用お申し込み

ク
リ
ニ
ッ
ク



5 診療担当案内

　（平成 26 年 8 月 1 日現在）

科　別 月 火 水 木 金 手術日等

内 科 ・ 糖 尿 病 猪 立 山 休　　診 猪 立 山 豊岡（猪立山） 休　　診

循 環 器 内 科 岩　　尾 谷　　口

岩　　尾 田　　原
（第②④週）

谷　　口

田　　原
（第①③⑤週）

廣　　田
（第①③⑤週）

田　　原

廣　　田
（第②④週）

— —

腎 臓 内 科

金　　田 金　　田
（第②③④⑤週）

休　　診

金　　田

休　　診

受付：内科外来
診察：泌尿器外来
　　　（月・木曜日）
診察：内科外来
　　　（火曜日）

内　　田
（第①週）

大　　野
（第①週） 大野 / 内田

大　　野
（第③週）

—

リ ウ マ チ 科 立　　川 熊　　木 立　　川
立　　川

安　　倍
大　　村

呼 吸 器 内 科
畑 重　　永 後　　藤 畑 重　　永

重　　永
（紹介のみ）

畑
（紹介のみ）

重　　永
（紹介のみ）

重　　永
（紹介のみ）

畑
（紹介のみ）

消 化 器 内 科 永　　松
石　　田

江　　藤 上　　尾
石　　田

上　　尾 永　　松

肝 胆 膵 内 科 成　　田 休　　診 成　　田 休　　診 休　　診

炎症性腸疾患外来 — — — — 石　　田
（14 時〜 17 時）

小 児 科 秋　　吉 秋　　吉 秋　　吉 秋　　吉 秋　　吉

外 科

白　　水 
（第①③⑤週）

福　　澤 若　　杉 本　　廣 福　　澤
月・火曜日

水・木曜日

金　曜　日

岡　　本
（第②④週）

江　　口 白　　水 岡　　本 寺　　師

岩　　城 岩　　城
（第①③⑤週）

甲　　斐 増　　田 —

— 甲　 斐
（第②④週）

— — —

肝胆膵センター（外科） ローテーション 福　　澤 若　　杉 ローテーション 福　　澤

整 形 外 科

河　　村

ローテーション

今　　澤 今　　澤

ローテーション

月・火曜日

水・木曜日

金　曜　日

佐 々 木 佐 々 木 麻　　生

麻　　生 畑　　中 今　　村

今　　村 藤　　井 畑　　中

脳 神 経 外 科 郭 郭
（急患・紹介のみ）

郭 郭
（急患・紹介のみ）

休　　診 金曜日

皮 膚 科 休　　診 分大医師
（紹介・予約のみ）

休　　診 休　　診 分大医師
（紹介・予約のみ）

泌 尿 器 科 休　　診
今　　川 今　　川

休　　診
今　　川 月　曜　日

水曜日（午後）

木　曜　日成　　松 成　　松 山　　中

産 婦 人 科

堀
（予約のみ）

井　　上
（予約のみ）

休　　診

堀
（予約のみ）

井　　上
（予約のみ）

月　曜　日
水　曜　日

西　　馬
（予約のみ）

松　　山
（予約のみ）

松　　山
（予約のみ）

西　　馬
（予約のみ）

井　　上
（新患・予約外）

堀
（新患・予約外）

西　　馬
（新患・予約外）

松　　山
（新患・予約外）

眼 科 休　　診 休　　診 永　　田
（紹介・予約のみ）

休　　診 休　　診

耳 鼻 咽 喉 科 休　　診 九大医師 休　　診 休　　診 九大医師

歯 科 口 腔 外 科

山　　本 山　　本 山　　本

休　　診

山　　本

木　曜　日
（月・水・金）

平　　井 平　　井 平　　井 平　　井

西　　川 西　　川 西　　川 西　　川

今　　井 今　　井 今　　井 今　　井

口腔腫瘍（口腔がん）外来 ― 山　　本 ― 平　　井

放 射 線 科
髙　　木

髙　　木 髙　　木 髙　　木
髙　　木

分大医師
（午後のみ）

分大医師

神 経 内 科 荒　　川 姫　　野 荒　　川 荒　　川 姫　　野

緩 和 ケ ア 外 来 ― ― ― ―

福 澤（第①週）
受付：相談支援センター
完全予約制（16：00〜18：00）
第5週はローテーション

重 永（第②週）

永 松（第④週）

☆診療受付時間は午前 8 時 30 分〜午前 11 時までとなっています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大分赤十字病院

診療担当案内
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Internal medicine

内　科
医療機関の認定

日本内科学会教育関連病院（内科系全科）

日本感染症学会認定研修施設

日本糖尿病学会認定教育施設

現況及び特色
平成 26 年度は大分大学内分泌代謝・膠原病・腎臓

内科学講座からの 1 名で、糖尿病・代謝・内分泌を中

心に診療を行っています。

糖尿病では、持続血糖測定装置（CGMS）を用いて、

外来や入院での 24 時間にわたる血糖モニターが多くの

患者さんに活用できるようになっています。持続血糖測

定装置（CGMS）は外来でも装着可能で、入浴や運動

などの日常生活も制限されません。内科外来で予約も受

け付けていますので、ご利用いただければ幸いです。

診療実績
外来は、月・水・木に行っています。糖尿病患者さんを

主に診療しています。血糖コントロール・教育入院も随時

行っていますので、必要な患者さんがおられましたらご遠

慮なくご紹介ください。

また糖尿病教室も定期的に行っており、医師・看護師・

栄養士・薬剤師・検査技師など多職種で協力しながら開

催しています。（糖尿病教室は毎週火曜日13 時 30 分か

ら1時間半程度行っています）

内科部長　猪立山　恵美

診
療
担
当
案
内
／
内
科

EMI　ITATEYAMA

猪立山 恵美
（内科部長）

■出身医局　大分大学 内分泌代謝・
　　　　　　膠原病・腎臓内科
■卒業年次　平成 5 年
■専門分野　糖尿病

■専門医・認定医
日本内科学会認定医、日本糖尿病学会専門医
■モットー　小事は大事
■趣　　味　映画鑑賞
■一　　言　わかりやすい説明を心掛けます。
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Respiratory tract medicine

呼吸器内科
医療機関の認定

日本呼吸器学会認定臨床研修施設

日本アレルギー学会認定教育施設

現況及び特色
現在（2014 年 4 月時点）、当科はスタッフ 3 名と後期

研修医２名の体制で呼吸器疾患全般にわたる専門的診療

を行っています。近隣医療施設からの紹介患者は年々増加

しており、結果として外来患者数、入院患者数いずれも増

加傾向にあります。

入院診療では平均 120% 以上の病床稼働を維持してお

り、2013 年度の平均患者数は 45.2 人（定床 35）でした。

新規入院は近隣医療施設からの紹介および救急搬送の緊

急入院が多く、ICU での集中治療を必要とする重症呼吸不

全患者も積極的に受け入れています。NPPVを含む人工呼

吸管理を要した急性呼吸不全症例は、ARDS、重症肺炎、

間質性肺炎急性増悪、COPD 急性増悪などでした。

また、当院は地域がん診療連携拠点病院として癌診療

に重点を置いていますが、当科においても例年肺癌患者が

全入院患者の半数近くを占めており、肺癌の診断・治療が

入院診療の大きなウエイトを占めています。当科の肺癌診

療の特徴は、検査部・放射線部・外科との緊密な協力体

制による迅速な診断と治療にあります。治療においては、

最新の放射線癌治療システムを有する放射線科、手術を担

当する呼吸器外科、さらに化学療法室との連携のもと集学

的個別化治療を行っています。また、看取りを含めた緩和

ケアを要する患者に対してもチーム医療による緩和ケアを

実践しています。

気管支内視鏡検査は週 3 回（月・水・金）行なっていま

すが、紹介患者の増加に伴い、また超音波気管支内視鏡 

（EBUS）導入に伴い症例数が年々増え、2013 年度は

344 件でした。

診療実績
年間外来のべ患者総数　9,066名

年間紹介患者総数　617名

年間入院患者総数　691名

・悪性呼吸器疾患　308名（44.6%）

・呼吸器感染症　132名（19.1%）

・間質性肺炎を含むびまん性肺疾患　91名（13.1%）

・COPD・気管支喘息などの閉塞性肺疾患　50名

（7.2%）

・気胸，胸膜炎などの胸膜疾患　47名（6.8%）

・ARDS・びまん性肺胞出血などの重症急性呼吸不

全　25名（3.6%）

・その他　38名（5.5%）

人工呼吸管理症例（NPPVを含む）　40名

肺癌根治的手術症例　42名（当院外科）

根治的・姑息的放射線治療　39名

　（うち 肺癌定位照射　4名）

化学療法（ゲフィチニブ・エルロチニブ・クリゾチニブを除く）

のべ件数　616 件

気管支内視鏡検査総数　344件（うちTBLB（EBUS-GS-

TBLBを含む）208件、EBUS-TBNA　17件）

肺病変に対する CT ガイド下針生検（放射線科による）

14 件

呼吸器内科部長　重永　武彦



8診療科紹介

呼
吸
器
内
科

TAKEHIKO　SHIGENAGA

重永 武彦
（呼吸器内科部長）

■出身医局　大分大学呼吸器・感染症内科
■卒業年次　昭和 60 年
■専門分野　呼吸器内科全般

■専門医・認定医
日本呼吸器学会専門医・指導医、
日本アレルギー学会専門医、日本内科学会認定医、ICD
■モットー　毎日を心穏やかに、情熱をもって。
■趣　味　洋画鑑賞、英語
■一　言　スタッフ一同切磋琢磨して質の高い医療を目指します。

AKIHIKO　GOTO

後藤 昭彦
（呼吸器内科医師）

■出身医局　大分大学呼吸器・感染症内科
■卒業年次　平成 22 年
■専門分野　呼吸器内科

■専門医・認定医
日本内科学会認定医
■モットー　他人に優しく、自分にも優しく
■趣　味　読書（医学書もしくはマンガ）
■一　言　真面目だけが私の取り柄なので、真面目に

一生懸命頑張ります。

MARIKO　ITAI

板井 真梨子
（呼吸器内科医師）

■出身医局　大分大学呼吸器・感染症内科
■卒業年次　平成 23 年
■専門分野　呼吸器内科

■モットー　笑う門には福来たる
■趣　味　テニス
■一　言　まだまだ勉強することだらけですが頑張り
　　　　　ます！！

TOMOAKI　MASUNO

増野 智章
（呼吸器内科医師）

■出身医局　九州大学心療内科
■卒業年次　平成 23 年

■専門医・認定医
TNT
■モットー　臨機応変
■趣　味　釣り、スポーツ観戦
■一　言　常に患者さんの立場に立った医療を目指し、

日々精進していきます。

MASAHIRO　HATA

畑  正広
（呼吸器内科副部長）

■出身医局　大分大学呼吸器・感染症内科
■卒業年次　平成 6 年
■専門分野　呼吸器内科

■専門医・認定医
日本内科学会認定医、日本呼吸器学会専門医、
日本アレルギー学会専門医、ICD
■モットー　信頼される医療の提供
■趣　味　映画鑑賞
■一　言　今後とも何卒よろしくお願い致します。
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消化器内科
Digestive tract internal medicine

医療機関の認定
日本消化器病学会認定施設

日本消化器内視鏡学会指導施設

状況・特色・実績
常日頃から当科を利用していただき深謝しております。

私どもの専門領域は肝臓、胆嚢、胆管、膵臓、胃、小腸、
大腸の疾患です。これらの臓器の腫瘍性病変、炎症性病
変、感染性病変などに対して専門知識と経験を生かした
診断と治療を行っています。同時に消化管のあらゆる疾患
に対し対応できるよう日々研鎖に努めております。胃、大
腸の分野では最新の装備を供えた内視鏡システム（NBI ＋
拡大機能）を使用した内視鏡診断、治療により、消化管
の悪性腫瘍も内視鏡治療で完治する場合があります。当
科においても NBI ＋拡大観察を駆使したより質の高い、
精緻な粘膜下剥離術（ESD）による、消化管腫瘍の治療
に意欲的に取り組んでいます。症例の蓄積により、詳細
な観察結果を文献、学会などで報告することができるよう
になりました。炎症性腸疾患も最近患者数が増加してい
ますが、それに対し治療法の飛躍的改善が見られます。
潰瘍性大腸炎、クローン病の治療において生物学的製剤
（レミケード、ヒュミラ）の使用方法が重要です。これか
らも最新の診断法、治療法、管理法を積極的に取り入れ
た診療を心がけます。

また従来は内視鏡診断が困難で、あった小腸ですがバ
ルーン内視鏡、カプセル内視鏡の登場により一挙に診
断、治療が様変わりしました。特にこれまで手術が主たる
治療であった、GF、CF を施行しても原因不明の消化管
出血（多くは血管病変による小腸出血）に対し内視鏡治
療が可能となりました。当科では検査開始した 2005 年
3 月よりこれまで約 1300 件ほど小腸内視鏡検査を施行
し小腸疾患の診断、治療にあたってきました。小腸疾患
の概念は今後大きく変化して行く分野であります。消化器
内科として特に重点的に対象にしている疾患として消化管
悪性腫瘍・炎症性腸疾患があり、各個人に合わせたテー
ラーメイド治療を目標に、これらとその周辺疾患の診療に
より専門的に当たっていきます。

　昨年度消化管内視鏡件数　総数約：7100
　上部消化管内視鏡約：5000

下部消化管内視鏡約：1500
　うち ESD：70、ERCP：210、（ 超音波内視鏡：180、PEG 造設：30）
ダブルバルーン小腸内視鏡：160
カプセル内視鏡：100
炎症性腸疾患受診者
　潰瘍性大腸炎：190、クローン病：145（ 腸管ベーチェット： 5　　　　　　　　　）

・悪性腫瘍を主とした消化管腫瘍に対する内視鏡的粘膜
下剥離術（ESD)

・消化管腫瘍、膵胆道系腫瘍に対する超音波内視鏡によ
る評価

・悪性腫瘍などによる食道、胆道狭窄に対するステント挿
入、拡張術

・消化管出血に対する各種止血治療
・食道静脈瘤に対する内視鏡的、放射線科的加療
・手術不能腫瘍に対する化学療法
・潰瘍性大腸炎に対する血球除去療法、注腸療法、免疫

制御療法
・クローン病に対する抗サイト力イン療法（レミケード、

ヒュミラ、免疫制御剤）
・クローン病の狭窄に対する内視鏡的拡張術
・ダブルバルーン内視鏡を用いた消化管出血、小腸疾患

の診断、治療
・カプセル内視鏡による小腸疾患の診断
・摂食困難症例に対しての経皮的食道ろう、胃ろう、小腸

ろう

消化器系疾患の窓口として常時対応して正確な診断と
治療を目指し、外科、放射線科、泌尿器科、婦人科等と
密に連携しあらゆる可能性を検討して集学的診断と加療
を心がけております。専門的領域もございますがどのよう
な疾患でも対応させていただきます。是非ご相談頂けるよ
うお願い申し上げます。

消化器内科部長　石田　哲也
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消
化
器
内
科

TETSUYA　ISHIDA

石田 哲也
（消化器内科部長）

■出身医局　大分大学消化器内科
■卒業年次　平成元年
■専門分野　内科、消化器全般

（特に炎症性腸疾患、肝疾患）
■専門医・認定医
日本内科学会認定医、日本消化器内視鏡学会指導医
日本消化器病学会専門医、大分大学臨床教授、
日本プライマリーケア連合学会専門医
■モットー　We can work it out.
■趣　味　ジョギング、水泳
■一　言　患者さんと共に悩み、共に歩んで行きたいと思います。

YUKA　YANAI

柳井 優香
（消化器内科医師）

■卒業年次　平成 22 年

■専門医・認定医
日本内科学会認定医
■モットー　好きこそ物の上手なれ
■趣　味　トランペット
■一　言　親しみやすい関係が築けるようがんばります。

KAZUMI　TOGO

都甲 和美
（消化器内科医師）

■卒業年次　平成 22 年

■専門医・認定医
日本内科学会認定医
■モットー　ポジティブ
■趣　　味　ダイビング
■一　　言　よろしくお願いします。

MASAHIDE　FUKUDA

福田 昌英
（消化器内科医師）

■卒業年次　平成 23 年
■モットー　人に優しく
■趣　　味　音楽、釣り
■一　　言　誠実に患者さんと接していきたいと思います。

TETSUYA　UEO

上尾 哲也
（消化器内科副部長）

■出身医局　大分大学消化器内科
■卒業年次　平成 9 年
■専門分野　消化器全般、治療内視鏡

■専門医・認定医
日本内科学会認定医、日本内視鏡学会指導医
日本消化器病学会専門医
■モットー　諦めず、やりとげる！
■趣　味　ゴルフ
■一　言　話しやすい雰囲気で患者さんに接することを心がけます。
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肝胆膵内科
Department of Hepatobiliary and Pancreatic

医療機関の認定
日本肝臓学会認定施設
日本消化器病学会関連施設

現況及び特色
肝胆膵内科は外科・放射線科と連携し、肝胆膵領域の

診療を担当しています。消化器内科とは垣根をなくし常に
協力し診療に当たっています。肝疾患に関しては成田が主
に対応しております。肝細胞癌に対する経皮的ラジオ波
焼灼療法（RFA）は小さい肝細胞癌に関しては、手術成
績に匹敵する治療法であり、胸水法、腹水法、CT アシス
トなど、様々な手法で積極的に RFAを行っております。
治療法の決定においては内科治療に固執することなく外
科・放射線科との合同カンファレンスにて協議し、外科的
治療法、放射線科による抗癌剤の動注療法など、個々の
患者さんに対し最適な治療を提案させて頂いております。
C 型慢性肝炎、B 型慢性肝炎に対するインターフェロン
治療も積極的に行っております。

胆膵領域の診療においては永松副部長を中心に診療に
当たっております。特に胆道系の内視鏡治療は症例が多
く、緊急を要する疾患が多いため、消化器内科とともに
何時でも対応できる体制を整えております。総胆管結石、
急性閉塞性化膿性胆管炎などに対する緊急内視鏡治療、
腹部超音波検査下に行う経皮経肝的胆道ドレナージ術や
重症急性膵炎に対する動注療法などあらゆる急性疾患に
対応しており、必要に応じて外科や放射線科と連携して
診療に当たっています。膵・胆道の腫瘍性病変に対しては
必要に応じて、内視鏡的逆行性膵胆管造影（ERCP）に
引き続きバルーン ERP や胆道鏡検査を行います。また、
超音波内視鏡検査（EUS）による精密検査に加え、EUS
ガイド下吸引法（EUS-FNA）による病理学的確定診断も
行っています。

診療実績
肝悪性腫瘍に対する経皮的ラジオ波焼灼療法：10 件
肝針生検：24 件
インターフェロン治療導入：13 例
内視鏡的逆行性膵胆管造影検査：257 件
超音波内視鏡：175 件
BRTO：4 件

肝胆膵内科部長　成田　竜一

RYOICHI　NARITA

成田 竜一
（肝胆膵内科部長）

■出身医局　産業医科大学第三内科
■卒業年次　平成 5 年
■専門分野　肝臓、胆道、代謝

■専門医・認定医
日本内科学会認定医、日本消化器病学会専門医・指導医、日本消化器病
学会九州支部評議員、日本肝臓学会専門医・指導医、日本消化器内視鏡
学会専門医、日本糖尿病学会専門医
■モットー　全力投球
■趣　味　テニス、園芸
■一　言　よろしくお願いします。

HIDEYASU　NAGAMATSU

永松 秀康
（肝胆膵内科副部長）

■出身医局　大分大学消化器内科
■卒業年次　平成 8 年
■専門分野　内科、消化器科

■専門医・認定医
日本内科学会専門医、日本消化器内視鏡学会専門医・指導医
日本消化器病学会認定医
■モットー　いつでも笑顔を忘れない
■趣　味　ゴルフ
■一　言　一期一会　一人一人を大切に
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Cardiovascular internal medicine

循環器内科
診療実績

昨年度の実績では急性心筋梗塞症例は 18 例、急性
冠症候群が 14 例でした。冠動脈造影を 443 例、経皮
的冠動脈形成術を 149 例、ペースメーカー植え込みを
31 例、また不整脈に対し経皮的心筋焼灼術を 32 例行
いました。

心エコーは約 2500 例、Holter 心電図は 200 例、負
荷心筋シンチを 10 例程度行っております。

今後も循環器疾患に対し 24 時間救急対応を行い、
より高度な専門的治療を行えるように研鑽を積んでい
きたいと考えております。今後ともよろしくお願いい
たします。

循環器内科部長　岩尾　哲

肝
胆
膵
内
科
／
循
環
器
内
科

医療機関の認定
日本循環器学会認定研修施設
日本高血圧学会専門医認定施設
日本不整脈学会・日本心電学会認定不整脈専門医認定施設

現況及び特色
循環器内科は昨年度から 4 名体制で診療に当たって

います。循環器領域の検査としては冠動脈造影や不整
脈に対する電気生理学的検査と ablation（経皮的心筋
焼灼術）などの侵襲的なものから 64 列 CT での冠動脈
CT、負荷心筋シンチ検査、心エコー、Holter ECG、
ABI など非侵襲的なものまで行っております。心房細
動に対する経皮的心筋焼灼術にも積極的に取り組んで
おります。またこれまで通り急性心不全、急性冠症候
群など救急疾患に対しても救急部とも協力し 24 時間
体制で取り組んでおり昨年度は急性心筋梗塞に対して
は 18 例の治療を行いました。クリニカルパスも積極
的に使用しており、短期入院での標準治療、標準検査
を心がけております。心臓カテーテル検査や経皮的冠
動脈形成、経皮的心筋焼灼術などは数日の入院で行っ
ています。さらに急性および慢性心不全に対するβ遮
断薬を中心とした薬物療法、心房細動に対する抗凝固
治療なども積極的に取り組んでおり幅広く循環器疾患
に対応しております。
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Cardiovascular internal medicine

TETSU　IWAO

岩尾  哲
（循環器内科部長）

■出身医局　大分大学循環器内科・臨床検査診断
■卒業年次　平成元年
■専門分野　循環器内科

■専門医・認定医
日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本心血
管インターベンション治療学会認定医
■モットー　千里の道も一歩から
■趣　味　スポーツ観戦
■一　言　笑顔をいつも忘れずに

YAYOI　TANIGUCHI

谷口 弥生
（循環器内科医師）

■出身医局　大分大学循環器内科・臨床検査診断
■卒業年次　平成 13 年
■専門分野　循環器内科

■専門医・認定医
日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医
■モットー　一歩一歩確実に
■趣　味　テニス
■一　言　わかりやすい説明を心がけます。

KATSUNORI　TAWARA

田原 功道
（循環器内科医師）

■出身医局　大分大学循環器内科・臨床検査診断
■卒業年次　平成 20 年
■専門分野　循環器内科

■モットー　一生懸命
■趣　味　ゴルフ
■一　言　わかりやすい説明を心掛けます。

KEI　HIROTA

廣田　慧
（循環器内科医師）

■出身医局　大分大学循環器内科・臨床検査診断
■卒業年次　平成 24 年
■専門分野　循環器内科

■モットー　安全第一
■趣　味　テニス
■一　言　皆様のお役に立てればと思います。
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Rheumatology

リウマチ科
循
環
器
内
科
／
リ
ウ
マ
チ
科

HIROSHI　TATSUKAWA

立川 裕史
（リウマチ科部長）

■出身医局　大分大学 内分泌代謝・膠原病・腎臓内科
■卒業年次　平成 5 年
■専門分野　内科、リウマチ科、膠原病

■専門医・認定医
日本内科学会認定医、日本リウマチ財団登録医、
日本リウマチ学会専門医・指導医
■モットー　和をもって貴しとなす
■趣　味　散歩
■一　言　よろしくお願いいたします。

YUICHI　OMURA

大村 雄一
（リウマチ科医師）

■出身医局　大分大学 内分泌代謝・膠原病・腎臓内科
■卒業年次　平成 22 年
■専門分野　内科、リウマチ、膠原病

■モットー　健康第一
■趣　味　ドライブ
■一　言　謙虚な気持ちを忘れずに、診療にあたりたい

と思います。

医療機関の認定
日本リウマチ学会認定教育施設

現況及び特色
　リウマチ科は関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、全
身性強皮症、皮膚筋炎、血管炎などの膠原病を中心とした
診療をおこなっています。当院では昭和 60 年６月よりリウ
マチ膠原病の専門外来を開設し、現在は立川、大村の 2
名の医師で診療にあたっています。
　関節リウマチの診療は近年、診断・治療の両面において
劇的に変化しています。診断においては、2010 年、ACR/
EULAR が関節リウマチの新たな分類基準を発表し、発症
早期に関節リウマチを診断する事が可能になると期待され
ます。当科ではこれに加え、関節超音波や MRI を併用し関
節リウマチの早期診断の実現に取り組んでいます。
　治療においては、MTX を中心とした抗リウマチ薬に生物
学的製剤を積極的に使う事で、発症早期の関節リウマチで
は治癒を目指した治療が現実の目標となってきました。当科
でも、それらの製剤を積極的に使用し、かつ、従来の治療
法を疎かにすることなく関節リウマチを治療しています。
　膠原病の治療に関しても近年新規の治療薬が次 と々認可
されています。2010 年にエンドキサンパルス療法などの免
疫抑制療法が全身性エリテマトーデスをはじめとする様々な
膠原病の病態に対して、また同年に好酸球性肉芽腫性多発
血管炎（アレルギー性肉芽腫性血管炎）及び皮膚筋炎に対
する免疫グロブリン大量療法、さらに 2013 年には多発血
管炎性肉芽腫症（ウェゲナー肉芽腫）、顕微鏡的多発血管
炎に対するリツキサン治療が適応となりました。当科では以
前よりエンドキサンパルス療法などが必要と判断された患者
さんには充分な説明の上同意を得て治療を行っていました。
今後は必要と判断された患者さんに、より積極的により良
い状態を目指した治療が行えると考えています。

診療実績
　外来は、月曜日から金曜日まで平日午前中に行っていま
す。外来通院患者数は約 600 人、入院患者数は 15 ～ 20
名です。関節リウマチ、膠原病だけでなく、不明熱や原因
不明の関節疾患など幅広く対応しています。今後も診断に
難渋する症例がいらっしゃいましたら、遠慮なくご紹介頂け
れば幸いです。
　リウマチ教室を定期的に行っています。医師だけでなく、
看護師、薬剤師、栄養課（士）なども協力して教室を開い
ています。
（リウマチ教室：毎週水曜日午後三時から。急患などで急
遽中止になる事がございますので、参加の際は事前にお問
い合わせください）

外来　通院患者　約 600 名　関節リウマチ約 300 名、
全身性エリテマトーデス約 70 名、皮膚筋炎／多発
性筋炎約 30 名、全身性強皮症約 20 名など

入院　約 430 名（H25 年度）

リウマチ科部長　立川　裕史
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Nephrology and Diabetes

腎臓内科
医療機関の認定

日本透析学会専門医認定施設

日本腎臓学会専門医認定施設

現況及び特色
腎炎・ネフローゼ症候群から急性腎不全、慢性腎不全、

透析合併症を含めて幅広く対応しています。腎炎・ネフロー

ゼは腎生検による正確な診断と治療方針の確定の検査入

院。保存期慢性腎不全教育入院。血液透析・CAPD 導

入を含めた入院。シャントトラブルを含めた透析合併症に

対して入院および外来治療を行っています。透析ベットは

17 床あり、新規透析導入や透析患者の合併症の紹介に

対応しています。

診療実績
腎臓内科は現在 3 名で診療を行っています。外来は月曜

日、火曜日、木曜日の午前中です。また毎週木曜日午後か

ら CAPD 外来を行っています。2013 年度は腎生検を 37

例、内シャント形成術を 65 例、新規透析導入は血液透析

が 57 例、CAPD10 例、腹膜透析関連手術 27 例でした。

導入後の維持透析は主に近隣の透析施設でお願いしており

ます。シャントトラブルに対して、手術とPTA（経皮的血管

拡張術）の治療選択を検討しつつ行っていますが、昨年度

は103 例に PTA 施行しています。PTA は外来で行うため

電話で直接予約いただければ適時行っています。腎炎に対

しては IgA 腎症に有効とされている扁桃腺摘出術およびス

テロイドパルス投与は現在までに100 例以上に行い良好な

成績を修めています。昨年度からは看護師、薬剤師、栄養

士、医師の指導による10 日間の慢性腎臓病（CKD）教育

入院を始めました。腎臓病の理解と食事療法、薬剤調整な

どを行い、退院後は紹介先医院と一緒に外来管理をしてお

ります。透析導入に当たっては血液透析、CAPD、腎臓移

植の 3 者の選択を行います。Cr6 前後での内シャント作成

とSMAP 法による CAPD チューブの皮下への埋め込みを

行うことで、計画的な血液および腹膜透析導入を行います。

年に1－2 例は大分大学を中心に生体腎臓移植を紹介して

います。慢性腎臓病対策として薬剤師、看護師、栄養士、

ソーシャルワーカーと年 4 回の腎臓病教室も行っています。

1，4，7，11月の木曜日に約2時間程で一般の人や患者さん、

家族への慢性腎臓病啓蒙に努めています（参加はどなたで

もできます）。腎疾患に関して腎炎から透析医療までの一貫

した診療体制を目指しています。今後も腎臓専門センターと

しての診療を、病診連携・逆紹介を含めて対応していきたい

と考えていますので宜しくお願いいたします。

腎臓内科部長　金田　幸司
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腎
臓
内
科

KOUJI　KANEDA

金田 幸司
（副院長兼腎臓内科部長兼医療社会事業部長）

■出身医局　大分大学 内分泌代謝・膠原病・腎臓内科
■卒業年次　昭和 59 年
■専門分野　内科、循環器科、腎臓病、透析医療

■専門医・認定医
日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医、日本腎臓
病学会専門医・指導医、日本透析医学会認定医・指導医
■モットー　「足るを知る」
■趣　味　体を動かす事
■一　言　大分における信頼される腎臓病専門センターを目指します。

EIJI　UCHIDA

内田 英司
（腎臓内科副部長）

■出身医局　大分大学 内分泌代謝・膠原病・腎臓内科
■卒業年次　平成 12 年
■専門分野　腎臓内科

■専門医・認定医
日本内科学会認定医、日本透析医学会専門医、
日本腎臓病学会専門医
■モットー　人生楽ありゃ苦もある
■趣　味　ジョギング
■一　言　患者さんのことを第一にがんばりたいと思います。

ERI　OONO

大野 絵梨
（腎臓内科医師）

■出身医局　九州大学第一内科
■卒業年次　平成 16 年
■専門分野　腎臓内科

■専門医・認定医
日本内科学会認定医、日本腎臓病学会専門医、
日本透析医学会専門医
■趣　味　愛犬の世話
■一　言　元気の出る医療を心がけたいです。
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Pediatrics

小児科
現況及び特色

　平成 26 年度は、前年度から引き続き、大分大学小児
科から派遣された小児科専門医1名での診療体制となって
おります。
　アレルギー疾患（気管支喘息、アトピー性皮膚炎、ア
レルギー性鼻炎など）、感染症（肺炎、胃腸炎、流行性疾
患など）、起立性調節障害などの一般小児科領域の疾患
の方を中心に、外来・入院診療を行っております。

【外来】
午前は 9 ～11時の受付で診療しております。
午後からは予約の患者様、または電話連絡をいただい
た上、適宜対応しております。
火・木曜日午後：予防接種
金曜日午後：乳幼児健診
そのほか、海外渡航者の予防接種などを行っております。
今後は、午後からの一般診療の拡充を予定しています。

【入院】
　肺炎、喘息発作、脱水症など、一般小児科疾患を中
心に入院対応をしております。

診療実績
年間外来延べ患者総数 2795 名

年間入院延べ患者総数 36 名
 １）消化器疾患  10 名
 ２）代謝・内分泌疾患 3 名
 ３）感染症  9 名
 ４）新生児疾患  2 名
 ５）アレルギー疾患 3 名
 ６）呼吸器疾患  4 名
 ７）泌尿器疾患  2 名
 ８）神経疾患  1 名
 ９）心理疾患  1 名
 10）外科疾患  1 名

KENSUKE　AKIYOSHI

秋吉 健介
（小児科部長）

■出身医局　大分大学小児科
■卒業年次　平成 5 年
■専門分野　小児科、小児血液腫瘍

■専門医・認定医
日本小児科学会専門医
■モットー　初心忘れるべからず
■趣　味　料理、野球
■一　言　子ども達とその御家族が笑顔になれる診療を

目指します。
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小
児
科
／
外
科

Surgery

外　科
医療機関の認定

日本外科学会専門医・認定医修練施設、
日本消化器外科学会専門医・認定医修練施設、
地域癌診療連携拠点病院、日本乳癌学会関連施設、
日本呼吸器外科学会関連施設
日本がん治療認定医機構認定研修施設
肝胆膵外科高度技能専門医制度修練施設 A 認定

現況及び特色
当院外科は、癌診療を中心に救急・一般外科まで広く

診療を行っています。当科の治療方針決定は、癌に関して
は 10 年以上前より関連他科との合同カンファレンス（キャ
ンサーボード）にて決定しており、過不足のない治療を患
者さんに提供できるよう心がけております。各患者さんを
最低 2 人以上の医師（疾患チーフと若手？）で担当してい
ますが、毎朝行われる外科ミーティングおいて問題症例を
全体で共有することにより、医師や看護師を含めた質の
高いチーム医療ができる体制をとっています。外科スタッフ
は、現在 10 名＋研修医ですが特に専門性の高い領域は、
食道癌は岩城、白水、肝・胆・膵の癌は福澤、肺癌は本
廣が責任をもって診療にあたっています。また胃癌、大腸
癌等の一般消化管は消化器外科専門医で担当しています。
また乳腺や化学療法は岡本が中心に担当しています。こ
の数年の大きな変化としては、消化管、肝胆膵領域共に
鏡視下手術が増加しており、消化管では胃・大腸のみなら
ず食道癌にも適応拡大し順調に症例数を伸ばしています。
腹腔鏡下肝切除は系統的切除に対しても高度先進医療
にて対応しております。昨年より膵頭十二指腸切除（PD）
にも鏡視下手術を導入し約 40% の PD は鏡視下に切除
しています（低悪性度腫瘍や高齢者を中心に選択）。

診療実績
昨年 1 年間の手術場での手術症例数は 791 例でし

た。月～金まで毎日手術を行っています。癌の手術症例
は 320 例で全手術症例の 40.5％にあたります。特に食
道癌、肝癌、胆嚢・胆管癌、膵癌等の高難度手術の割
合が多く地域癌診療連携拠点病院としての役割を果たし
ていると思います。

手術の内訳ですが消化管手術は 230 例で、消化管の
主要手術は、食道癌 4 例、胃癌 59 例、大腸癌 62 例で
した。消化管の癌に対しては、食道亜全摘、胃全摘、胃
切除、結腸切除、直腸切除・切断等を鏡視下にて手術し

ており高度進行症例以外は基本的に鏡視下で対応してい
ます。

肝胆膵外科の充実は当科の特色ですが昨年も 280 例
の手術を行い、その内肝切除が 71 例、膵切除が 52 例
と High volume centerとして高難度手術に取り組んでい
ます。肝胆膵外科高度技能専門医制度の修練施設として
は A 認定を受けています（全国で 110 施設が認定、大分
では 2 施設のみ）肝胆膵領域の癌手術件数では大分県
で 1 位、九州で 5 位にランキングされました。

膵切除症例の内訳は、膵頭十二指腸切除（PD）32 例
（HPD 2 例）、膵体尾部切除 19 例（DP-CAR 3 例）、
中央切除 2 例でした。特に膵頭十二指腸切除術はハイボ
リューム施設基準（年間 20 例以上手術症例）を10 年
連続でクリアしています。肝切除症例は 71 例で、ほとん
どの手術は輸血なく施行しており、系統的肝切除を基本
としています。高齢者や肝予備能不良例には鏡視下手術
を基本としており侵襲も小さく良い適応です。高度先進
医療での対応になりますが肝葉切除や系統的亜区域切除
も鏡視下手術で施行しています。膵癌に関しましても若杉
院長の指導のもと、福澤部長の肝移植経験をいかした血
管合併切除や腹腔動脈幹合併切除による膵癌切除率の
向上等、安全かつ積極的な外科治療を実践しています。
昨年 7月より膵頭十二指腸切除にも鏡視下手術を導入し
10 ヶ月間で 12 例 Lap-PD を施行しております（臨床治験
での導入）。

呼吸器外科手術は本廣副院長を中心に診療しており、
肺癌だけでなく、難しい中皮腫等に対する手術にも対応し
ています。年間の手術症例は 91例です（肺癌などの呼吸
器系腫瘍症例は 54 例）でした。

乳癌は診断器機の充実、手術、化学療法、放射線治
療による集学的治療が重要な分野です。当院ではマンモ
トームが導入されており非触知早期乳癌の診断に貢献し
ています。病理診断医が常勤ですので乳房の温存手術、
センチネルリンパ節生検も積極的に取り入れています。外
来化学療法室や外来放射線治療なども充実していますの
でトータルの乳癌治療が可能です。昨年の乳癌手術数は
26 例でした。

現在各疾患分野に外科手術のスペシャリストを擁してお
り、今後とも皆様の御期待に沿えるよう質の高い外科医
療を実践していきたいと思っています。

第一外科部長　福澤　謙吾
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Surgery

KENZOU　WAKASUGI

若杉 健三
（院長）

■出身医局　九州大学第二外科
■卒業年次　昭和 45 年
■専門分野　消化器外科

■専門医・認定医
日本外科学会指導医、日本消化器外科学会指導医、日本肝胆膵外科
学会名誉指導医、日本がん治療認定医機構暫定教育医、The Best 
Doctors inJapan 2012〜 2013、現大分大学医学部臨床教授
■モットー　行くに径

こみち

に由
よ

らず
■趣　味　ゴルフ、やまめ釣り
■一　言　謙虚な姿勢と向上心

KENGO　FUKUZAWA

福澤 謙吾
（第一外科部長）
■出身医局　九州大学第二外科
■卒業年次　昭和 60 年
■専門分野　消化器外科全般（特に
肝胆膵外科）、乳腺外科、移植外科

■専門医・認定医
The Best Doctors in Japan 肝胆膵外科 2014-2015、日本外科学会
指導医・専門医・認定医、日本消化器外科学会指導医・専門医・認定医、
日本肝胆膵外科学会評議員、日本がん治療認定医、日本肝胆膵外科学会
高度技能指導医、日本肝臓学会専門医、九州大学大学院研究院特別講師
■モットー　為せば成る為さねば成らぬ何事も　成らぬは人の為さぬなりけり
■趣　味　クロのフカセ釣り、北アルプス登山
■一　言　最高レベルの手術を提供します。

AKIRA　MOTOHIRO

本廣   昭
（副院長）

■出身医局　九州大学第二外科
■卒業年次　昭和 53 年
■専門分野　呼吸器外科

■専門医・認定医
日本外科学会指導医、日本呼吸器外科学会専門医・指導医、
日本胸部外科学会認定医、麻酔科標榜医
■モットー　明るく、楽しく、元気よく
■趣　味　映画鑑賞
■一　言　全職員が働きやすい病院を目指します。

AKIO　SHIROMIZU

白水 章夫
（第二外科部長）
■出身医局　大分大学消化器・小児外科
■卒業年次　平成２年
■専門分野　消化器外科

　（特に消化管外科・内視鏡外科）

■専門医・認定医
日本外科学会認定医・専門医、日本消化器外科学会認定
医、日本消化器内視鏡学会専門医・指導医、日本がん治
療認定医機構がん治療認定医
■モットー　人に優しく、自分に厳しく
■趣　味　スポーツ（野球）、映画鑑賞
■一　言　体にやさしい手術を目指します。

MASAHIRO　OKAMOTO

岡本 正博
（第一外科副部長兼医療社会事業部副部長）

■出身医局　九州大学第二外科
■卒業年次　平成８年
■専門分野　外科

■専門医・認定医
日本外科学会認定医・専門医、日本肝臓学会専門医、日本
消化器病学会専門医、がん治療認定医、プライマリケア認
定医、JATEC インストラクター、ICLS インストラクター
■趣　味　ジョギング
■一　言　今年は災害対策の強化に努めたいと思っています。

SEIICHIRO　KAI

甲斐 成一郎
（第二外科副部長）

■出身医局　大分大学消化器・小児外科
■卒業年次　平成 6 年
■専門分野　消化器外科（肝胆膵外科）

■専門医・認定医
日本外科学会専門医、日本外科学会指導医、日本消化器
外科学会専門医、日本消化器内視鏡学会専門医
■モットー　何事も楽しく
■趣　味　昼寝（できませんが）
■一　言　みなさんに病気のことを十分理解していただける様にがんばります。
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外
科

KENTARO　IWAKI

岩城 堅太郎
（第一外科副部長）
■出身医局　大分大学消化器・小児外科
■卒業年次　平成 10 年
■専門分野　消化器外科

（特に肝胆膵外科・内視鏡外科）

■専門医・認定医
日本外科学会専門医・認定医、日本消化器外科学会専門医、日本消化器
病学会専門医、日本消化器内視鏡学会専門医、消化器がん外科治療認定
医、日本がん治療認定医機構がん治療認定医、日本肝臓学会専門医
■モットー　ベストな手術を
■趣　味　マリンスポーツ、オートバイ
■一　言　大分県の外科医療の将来を担います。

TAKAHIRO　TERASHI

寺師 貴啓
（第一外科副部長）
■出身医局　九州大学消化器総合外科
■卒業年次　平成９年
■専門分野　消化器外科

（特に肝胆膵外科）

■専門医・認定医
日本外科学会認定医・専門医、日本消化器外科学会専門医、消化器
がん外科治療認定医、日本がん治療認定医機構がん治療認定医、日
本肝臓学会専門医、日本肝胆膵外科学会評議員、死体解剖資格認定
■モットー　朝が勝負
■趣　味　読書、ドライブ、フットサル
■一　言　自分が治療をしてもらいたい外科医を目指します。

TAKASHI　MASUDA

増田　崇
（外科医師）

■出身医局　大分大学第一外科
■卒業年次　平成 13 年
■専門分野　消化器外科

■専門医・認定医
日本外科学会認定医・専門医、日本消化器外科学会専門医、
日本消化器内視鏡学会専門医・指導医、消化器がん外科
治療認定医
■モットー　真剣
■趣　味　ランニング、自転車
■一　言　一生懸命がんばります。

KAZUHITO　SAKATA

坂田 一仁
（外科医師）

■出身医局　九州大学第二外科
■卒業年次　平成 24 年
　

■モットー　笑顔でガンバる！
■趣　味　バドミントン
■一　言　患者さんと笑いあえるよう、信頼を得られるよう、

がんばります！
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Orthopedics

整形外科
医療機関の認定

当科は、日本整形外科学会認定医療制度研修施設と
して認定を受けており、整形外科手術を中心とした質
の高い医療を提供しています。

現況及び特色
　整形外科医 7 名（日本整形外科学会専門医 4 名、日本
リハビリテーション医学会専門医1名、日本リウマチ学会
専門医1名、日整会認定スポーツ医1名、日整会認定脊
椎脊髄病医 2 名、日本脊椎脊髄学会脊椎脊髄外科指導
医1名）の体制で、救急、災害、慢性疾患に対応してい
ます。メンバーは常勤スタッフ 5 名（河村、今澤、佐々木、
麻生、今村）とローテーション 2 名（畑中、藤井）です。
手術治療を中心とした急性期医療が主体で、病診連携・
病病連携の強化、各種研究会の開催等を積極的に行って
います。取り扱う内容は、骨折などの急性外傷、関節外
科、脊椎外科、手の外科、末梢神経障害、マイクロサージャ
リー、スポーツ障害、良性腫瘍など、ほぼ整形外科全般
に及んでいます。

診療実績
2013 年の手術件数（手術室利用）は約 544 件でし

た。うち入院手術 517 件、外来手術 27 件でした。内
容は、関節リウマチや変形性関節症に対しての人工関節
手術 82 件、脊椎手術 60 件、リウマチ関連 58 件、大
腿骨頚部骨折・転子部骨折手術 71件など、全体でみる
と急性外傷症例の手術が増え、特に、高齢者の外傷症
例が増えています。人工関節の手術では、股・膝・足関
節の下肢再建手術および肩関節・肘関節・手指関節の人
工関節を用いた上肢再建手術も増加傾向で、良好な結果
が得られています。また、肩腱板損傷の手術も増加し、
適切な手術と早期のリハビリテーションを併用し、良好な
治療成績をおさめています。また、脊椎外科においては、
正確な診断と厳密な手術適応のもとに脊椎インストュルメ
ンテーション手術や腰椎椎間板ヘルニアに対して内視鏡
を用いた最小侵襲手術を実施しており、近年は、骨粗鬆
症性脊椎骨折後の偽関節症例に、骨セメント使用の経皮
的椎体形成術を行い、術後早期の離床が可能で、良好な
成績をあげております。腰部脊柱管狭窄症に対しても、よ

り低侵襲の間接的除圧術を取り入れ症例を選択して行って
います。さらに、関節鏡手術においては、膝関節、肩関
節、手関節、足関節の手術を行っており、術後の早期リ
ハビリが可能で非常に良好な成績です。手の外科、末梢
神経障害に対して、顕微鏡を用いたマイクロサージャリー
を行い非常に良い結果が得られています。当科ではリウマ
チ関連の手術症例が多いことも特徴の一つで、上肢・下
肢の人工関節や関節形成術、難易度の高いリウマチ頚椎
手術も行っております。また、生物学的製剤使用症例も含
め各症例ごとに安全で最適な治療法を選択し、且つ、適
切なタイミングでの手術療法を提供しています。また、当
院は第２次救急指定病院であり、小児の外傷、透析患者
の外傷や事故による多発外傷・骨盤骨折などの重度外傷
が搬送され、複数の診療科で連携してチーム医療を行って
います。夜間・休日も On Callで対応していますので何でも
ご相談ください。

整形外科部長　河村　誠一

SEIICHI　KAWAMURA

河村 誠一
（整形外科部長兼リハビリテーション科部長）
■出身医局　九州大学整形外科
■卒業年次　昭和 59 年
■専門分野　整形外科（人工関節手術、肩・肘・手の外科、
関節鏡手術、　スポーツ外科、末梢神経障害、骨粗鬆症）、リウマチ
科（リウマチ外科）、リハビリテーション科

■専門医・認定医
日本整形外科学会専門医、日本整形外学会認定スポーツ医、日本整形外科学
会認定脊椎・脊髄病医、日本リハビリテーション医学会専門医・指導医、日本
リウマチ学会専門医・指導医、日本リウマチ財団登録医、日本リウマチ学会評
議委員、九州リウマチ学会運営委員
■モットー　ever onward, try try again!
■趣　味　サッカー観戦（サムライブルー、なでしこジャパンの応援）
■一　言　骨・関節の相談は何でもどうぞ！
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整
形
外
科

YOSHIAKI　IMASAWA

今澤 良精
（整形外科副部長）

■出身医局　九州大学整形外科
■卒業年次　平成 6 年
■専門分野　整形外科・脊椎外科

■専門医・認定医
日本整形外科学会専門医、日本整形外科学会脊椎脊髄病専門医、
日本脊椎脊髄学会脊椎脊髄外科指導医、日本整形外科学会リウ
マチ専門医
■モットー　人の邪魔をしない
■趣　味　すべて奪われました
■一　言　大分日赤も10 年目です。写真も10 年前です。

RYUMA　ASO

麻生 龍磨
（整形外科医師）

■出身医局　九州大学整形外科
■卒業年次　平成 14 年

■趣　味　スポーツ全般
■一　言　よろしくお願いします。

HIROYUKI　HATANAKA

畑中 敬之
（整形外科医師）

■出身医局　九州大学整形外科
■卒業年次　平成 21 年
■専門分野　整形一般

■趣　味　サッカー、ゴルフ
■一　言　宜しくお願いします。

SHINICHI　SASAKI

佐々木 伸一
（整形外科医師）

■出身医局　福岡大学整形外科
■卒業年次　平成 8 年
■専門分野　整形外科

■専門医・認定医
日本整形外科学会専門医
■モットー　行雲流水
■趣　味　ドライブ、ゴルフ
■一　言　QOL　UP に協力させて頂きます。

SUMITADA　IMAMURA

今村 純忠
（整形外科医師）

■出身医局　九州大学整形外科
■卒業年次　平成 16 年
■専門分野　整形外科一般

■専門医・認定医
日本整形外科学会専門医
■モットー　明るく楽しく
■趣　味　ゴルフ、ドライブ
■一　言　よろしくお願いします。

AKIO　FUJII

藤井 陽生
（整形外科医師）

■出身医局　九州大学整形外科
■卒業年次　平成 24 年
■専門分野　整形外科

■モットー　いつでも元気
■趣　味　硬式テニス、乗馬
■一　言　筋金入りの九州男児です。
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Cranial nerve sugery

脳神経外科
現況及び特色

脳神経外科とは脳、脊髄、末梢神経系およびその付属

器官（血管、骨、筋肉など）を含めた神経系全般の疾患

のなかで主に外科的治療の対象となりうる疾患について

診断、治療を行う医療の一分野です。脳梗塞・脳出血・

くも膜下出血などの脳血管障害、脳腫瘍、頭部外傷、髄

膜炎や脳膿瘍などの炎症性病変、頭痛・めまいの診療、

てんかん、顔面痙攣に対するボトックス注射、認知症の

画像診断など多岐にわたります。

また、脳卒中の二次予防などのアフターケアも外来で

行い、高血圧、脂質異常症などの成人病に対してもカバー

しております。

脳神経外科外来日は月曜日から木曜日の午前中です

が、脳卒中が疑われる症例や頭部外傷などありましたら、

御紹介いただければ診察いたします。

診療実績
[ 入院総数 ]　H25 年 4 月～ H26 年 3 月

　脳神経外科入院総数　73 人

　　内訳（疾患別）：

脳内出血 16 人

脳梗塞・TIA 6 人

クモ膜下出血 7人

慢性硬膜下血腫 6 人

頭部外傷 19 人

脳腫瘍　　　　　　 4 人（原発 3 人、転移1人）

てんかん・痙攣 6 人

[ 手術の総数 ]　11例

頭蓋骨形成術　1例

慢性硬膜下血腫　穿頭血種ドレナージ術　6 例

定位的 CT ステレオ手術　2 例

脳室ドレナージ術　2 例

[ｒｔ－ＰＡ剤静注 ]　1例　

[ ボトックス注射 ]　眼瞼痙攣　5 例

脳神経外科部長　郭　忠之

TADAYUKI　KAKU

郭  忠之
（脳神経外科部長）
■出身医局　大分大学脳神経外科
■卒業年次　平成 2 年
■専門分野　脳神経外科、救急医療
　　　　　　漢方診療

■専門医・認定医
日本脳神経外科学会専門医、ICLS、JPTEC、JATEC
■モットー　冬則龍潜　夏則鳳挙
■趣　味　読書、ウォーキング、名湯巡り
■一　言　医療は患者への共感と思いやりを動機とする

行為である
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Neurology

神経内科
脳
神
経
外
科
／
神
経
内
科

現況及び特色
神経内科は、平成 26 年 4月より常勤 2 人体制となり、

より充実した診療を提供できるようになりました。

当科は、脳卒中、意識障害、てんかん、脳炎・髄膜炎

などの神経救急疾患から、パーキンソン病、脊髄小脳変

性症、筋萎縮性側索硬化症などの神経変性疾患、多発

性硬化症、重症筋無力症などの神経免疫疾患、片頭痛

などの機能性疾患、末梢神経障害、筋疾患など幅広い

疾患を対象としています。特に脳卒中に関しては、寝たき

りの最大の原因であるため、まず、その発症予防が重要

となりますが、不幸にも一旦発症してしまった場合には、

後遺症を最小限にとどめるため、迅速かつ高度の専門的

治療を必要とします。そのため当科では 24 時間 365 日

脳卒中診療に対応しています。

神経内科診療では、病歴および神経学的所見を重視し

ますが、当院では CT、MRI、脳血流シンチ、超音波診

断装置などの検査機器も充実しており、それらを統合して

診療を進めています。更に、本年度中には脳血管撮影室

も完備され、より高度かつ再先端の脳卒中診療が提供で

きる予定です。

麻痺、しびれ、構音障害、起立・歩行障害、頭痛、

めまい、けいれん、意識障害、物忘れなどの症状は神経

内科が専門としています。いつでも対応させていただきま

すので、宜しくお願い致します。

神経内科部長　荒川　竜樹

RYUKI　ARAKAWA

荒川 竜樹
（神経内科部長）

■出身医局　大分大学神経内科
■卒業年次　平成 5 年
■専門分野　神経内科、脳卒中

■専門医・認定医
神経内科専門医、日本内科学会認定医
■モットー　Do the best
■趣　味　ドライブ、音楽鑑賞
■一　言　心をこめた診療を心がけます

TAKAHIRO　HIMENO

姫野 隆洋
（神経内科医師）
■出身医局　大分大学神経内科
■卒業年次　平成 19 年
■専門分野　神経内科、脳血管内
　　　　　　治療、脳卒中

■専門医・認定医
神経内科専門医、日本内科学会認定医
■モットー　効率良く動く
■趣　味　釣り、テニス
■一　言　がんばります。
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Urology

泌尿器科
医療機関の認定

日本泌尿器科学会専門医基幹教育施設
日本透析医学会専門医教育認定施設
泌尿器科腹腔鏡技術認定研修施設

現況及び特色
平成２5 年度は今川全晴（部長、日本泌尿器科学会専門医・

指導医、日本透析医学会専門医・指導医、泌尿器科腹腔鏡技
術認定医、がん治療認定医）、秋田泰之（日本泌尿器科学会専
門医・指導医、小児泌尿器科専門医）、山中直行の常勤医師３
名で診療にあたりました。

当科は、尿路・男性生殖器および副甲状腺、副腎などの内
分泌臓器まで、泌尿器科領域を幅広く、専門性の高い手術治
療中心の急性期医療を主体に診療を行っています。具体的には
①尿路性器癌（腎、尿管、膀胱、前立腺など）、②尿路結石症、
③老年期の排尿障害（前立腺肥大症、尿失禁、過活動膀胱な
ど）、④副腎や副甲状腺の内分泌外科、⑤小児泌尿器科、⑥透
析療法などです。特に①、②の診断治療が中心で、できるだけ
患者さんの体に負担のかからない低侵襲治療（体腔鏡、内視鏡
手術）を心がけています。

体腔鏡下手術は、副腎や腎、尿管などに対して積極的に行っ
ていますが、近年、早期の腎細胞癌発見が増えており、また、
慢性腎臓病（ＣＫ D）が注目されており、腎機能温存のため、
小径腎細胞癌に対して体腔鏡下腎部分切除術を積極的に行って
います。

尿路結石治療は、体外衝撃波尿路結石破砕術（ＥＳＷＬ）を
第一選択としてきましたが、近年の治療主体はレーザーによる内
視鏡的尿路結石砕石術（経皮的、経尿道的）に変遷し、なる
べく１回の治療で完結するようにしています。この尿路結石治療
は、県内トップレベルにあると自負しています。

診療実績
外来は週 2.5 日、平均受診数 58 人／日、新患数 544 人で、

紹介率 69％、逆紹介率 60％でした。入院定床は 18 床で、入
院数554人、平均入院数14人 /日、病床利用率79.2％でした。
平均在院日数 9.4 日で、パス利用、病診連携等により年々短縮
傾向でした。

手術は週 2.5 日で、患者数は悪性腫瘍、尿路結石を中心に、
年々増加傾向にあり、総数 487 件でした。このうち手術室で
の手術件数（生検を含む）は 397 件で、全身麻酔手術 162 件、
腰椎麻酔 114 件、硬膜外麻酔 81件、局所麻酔その他４0 件で、
年々全身麻酔手術が増加しています。尿路内視鏡手術が１６
6 件で最も多く、このうち経尿道的膀胱腫瘍切除術（ＴＵ R―
Bt）が 53 件、経尿道的尿管砕石術（ＴＵＬ）が 46 件でした。
体腔鏡下手術は 49 件で増加傾向、体外衝撃波尿路結石破砕
術（ESWL）は新患 68 件、延べ 155 件で、ＥＳＷＬは減少傾
向です。悪性手術件数は 100 件で、このうち腎細胞癌、腎盂
尿管癌、膀胱癌、前立腺癌等の悪性腫瘍根治手術は計 51 件
でした。小児泌尿器科手術は 8 件でした。

泌尿器科部長　今川　全晴

MASAHARU　IMAGAWA

今川 全晴
（泌尿器科部長）

■出身医局　大分大学腎泌尿器外科
■卒業年次　昭和 57 年
■専門分野　泌尿器科、内視鏡手術、腹腔鏡手術、
腎不全（透析、CAPD、腎移植）内分泌外科（副腎、副甲状腺）

■専門医・認定医
日本泌尿器科学会専門医・指導医、日本透析学会専門医・指導医、泌尿器腹腔
鏡技術認定医、日本がん治療認定医機構がん治療認定医、日本泌尿器科学会西
日本支部評議員、日本泌尿器内視鏡学会評議員、日本内視鏡外科学会評議員、
大分大学医学部臨床教授
■モットー　低侵襲手術
■趣　味　ゴルフ、B 級グルメ
■一　言　患者さんの立場に立った医療を目指します

TAKAHIRO　NARIMATSU

成松 隆弘
（泌尿器科医師）

■出身医局　大分大学腎泌尿器外科
■卒業年次　平成 16 年
■専門分野　泌尿器科

■専門医・認定医
日本泌尿器科学会専門医
■モットー　
■趣　味　自転車競技
■一　言　わかりやすく説明するように心がけています。

NAOYUKI　YAMANAKA

山中 直行
（泌尿器科医師）

■出身医局　大分大学腎泌尿器外科
■卒業年次　平成 22 年
■専門分野　泌尿器科一般

■モットー　いつも笑顔で
■趣　味　水泳
■一　言　何事にも誠心誠意対応させていただきます。
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Obstetrics and gynecology

産婦人科
特色

産　科：助産師の専門性を重視した役割分担と積極的な

関わりを推進し、平成 13 年 5 月からは、助産

師外来を立ち上げ、妊娠中から分娩そして産褥

まで、母親父親教室、三拍子呼吸法による分

娩、希望時に LDR 分娩、立会い分娩、母児

同室、可能な限りの母乳保育、乳房外来に特

色を持たせています。医学的には超音波検査を

中心にした出生前診断と質の高い妊産婦管理

に重点を置いています。

婦人科：婦人科救急と腫瘍性疾患に重点を置いていま

す。婦人科性器（子宮，卵巣，卵管，膣，外

陰など）に発生するほとんどの腫瘍および絨毛

性腫瘍に対応が可能です。治療手段の中心は、

手術療法であり、手術非適応症例に対しては、

がん化学療法、がん放射線療法、がん免疫療

法、子宮筋腫や子宮内膜症に対するホルモン

療法、子宮筋腫に対する子宮動脈塞栓療法も

行っています。さらに、以下のような新しい治

療法や取り組んでいるテーマがあります。腹腔

鏡下手術、膣式手術、子宮筋腫に対する子宮

動脈塞栓術、悪性腫瘍に対する動注化学療

法、抗癌剤の新しい投与法等です。高年婦人

の増加に伴う、更年期治療の充実にも努めてい

ます。

現況
平成 25 年の分娩数は、23 例。麻酔科管理手術数は

162 例です。良性疾患の術式別手術数で見てみますと、

子宮や卵巣の良性腫瘍に対する、“筋腫等子宮全摘”と“付

属器切除術”が最も多い術式です。当院で目立つのは、

“経膣式子宮摘出術”等が多いということです、子宮脱、

膀胱脱等に対する術式で、他院に比べてもかなり割合が

多く特徴的といえます。また妊よう性を保持する子宮筋腫

の核出術も年を追うごとに増加しています。これは晩婚化

に伴う高齢妊娠の増加が関係していると思われます。腹

腔鏡下や子宮鏡下の手術も取り入れて行っています。悪性

疾患に関しては、検診による早期発見率の上昇に伴い、

初期癌の症例が多く、円錐切除や子宮摘出で済む例が多

くなっています。進行頚癌や子宮体癌、卵巣癌等、婦人

科悪性腫瘍に対する手術はすべて当院で行うようにしてき

ています。放射線科の設備、スタッフの充実により、婦人

科悪性腫瘍患者に対して、集学的な治療が可能になり、

悪性疾患の症例が増加傾向にあります。

産婦人科部長　堀　栄一

泌
尿
器
科
／
産
婦
人
科
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Obstetrics and gynecology

EIICHI　HORI

堀  栄一
（産婦人科部長）

■出身医局　九州大学産婦人科
■卒業年次　昭和 56 年
■専門分野　産婦人科一般、周産期、ME

■専門医・認定医
日本産婦人科学会専門医、日本超音波学会専門医・指導医、
母体保護法指定医
■モットー　集中力、誠実
■趣　味　テニス
■一　言　なにが一番大事かをいつも考えて行動しましょう。

SATOSHI　MATSUYAMA

松山  聖
（産婦人科医師）

■出身医局　広島大学産婦人科
■卒業年次　平成 18 年
■専門分野　産婦人科全般

■専門医・認定医
日本産婦人科学会専門医、母体保護法指定医
■モットー　公平無私
■趣　味　ラグビー
■一　言　安心安全な医療を提供いたします。

NAOMI　INOUE

井上 尚実
（産婦人科医師）

■出身医局　大分大学産婦人科
■卒業年次　平成 19 年
■専門分野　産婦人科

■専門医・認定医
日本産婦人科学会専門医
■モットー　最善を尽くす
■趣　味　ＤＶＤ鑑賞
■一　言　女性の力になれるよう頑張ります。

SAYURI　NISHIUMA

西馬 小百合
（産婦人科医師）

■卒業年次　平成 16 年
■専門分野　産婦人科

■専門医・認定医
日本産婦人科学会専門医、AHA BLS for Healthcare 
Provider Course 終了
■趣　味　フラ、タヒチアンダンス、水泳
■一　言　患者さんの立場に立った医療を心掛けます。
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Physical Medicine and Rehabilitation

リハビリテーション科
施設基準

日本リハビリテーション医学会研修施設として認定
を受けており、急性期リハビリテーションを中心に質
の高い医療を提供しています。

現況及び特色
2014 年度は、日本リハビリテーション医学会専門医・

指導医1名（河村）、理学療法士５名（佐藤哲、原尻、大野、

河野、松本）、作業療法士１名（田崎）、言語聴覚療法士

1名（佐藤俊）の体制で、診療を行っています。

診療方針は、入院患者の急性期リハビリテーションが

主体であり、疾患発症早期からの機能回復訓練を行い、

患者の皆さんの早期社会復帰を目標としています。当院で

は、運動器リハ（Ⅰ）、呼吸器リハ（Ⅰ）、脳血管疾患リハ（Ⅱ）、

摂食機能療法、がんリハビリテーションを算定しています。

診療実績
診療内容は、理学療法・作業療法・摂食機能療法を中

心に、疼痛緩和を目的とした物理療法、器具または徒手

による運動療法などを併用し、患者様各人の症状と運動

能力に応じたリハビリ計画を作成し治療しています。外傷・

関節・脊椎疾患では、手術後早期の離症を目指し、各症

例ごとのプランを計画し、早期リハビリテーションを応用

し、良好な結果を得ています。大腿骨頚部・転子部骨折、

人工関節（股関節、膝関節）では、パスを用いた術後リ

ハビリテーションを行っています。近年、肘関節の再建術

後（人工肘関節など）、肩関節再建手術後や肩拘縮の授

動術後のリハビリ、手関節形成術、手指人工関節の術後

など上肢のリハビリも増え、理学療法・作業療法を組み

合わせ、当科独自のリハビリプログラムを用い良好な結果

が得られています。脳血管障害の症例には、早期リハビリ

テーションで取り組み、機能回復を図っています。リウマ

チ症例では、各症例の身体機能に応じたリハビリプログ

ラムを作成し、運動器リハビリと物理療法を併用して機能

維持や機能回復を図っています。近頃は、重症症例、高

齢者の症例の増加で、摂食機能障害を合併する症例が増

え、ＮＳＴとの協力で言語聴覚療法士の参加により、摂

食機能回復のリハビリテーションや癌術後症例のリハビリ

テーションへの取り組みが増し、より新しいリハビリテー

ション分野での医療提供に応えています。さらに、当リハ

ビリテーション科では、予防医学のひとつとして、転倒予

防教育、褥瘡予防のポジショニング教育への取り組みを

行っています。

今後、ますます高齢化社会が進み、超高齢者の入院治

療や、高齢者の手術治療が増えていく状況のなかで、病診・

病病連携を充実させ、患者の皆さんに満足いく結果が得

られるようなリハビリテーションを提供できるよう、全スタッ

フで最新の知識と技術を取り入れた診療に努めています。

リハビリテーション科部長　河村　誠一

SEIICHI　KAWAMURA

河村 誠一
（整形外科部長兼リハビリテーション科部長）
■出身医局　九州大学整形外科
■卒業年次　昭和 59 年
■専門分野　整形外科（人工関節手術、肩・肘・手の外科、
関節鏡手術、　スポーツ外科、末梢神経障害、骨粗鬆症）、リウマチ
科（リウマチ外科）、リハビリテーション科

■専門医・認定医
日本整形外科学会専門医、日本整形外学会認定スポーツ医、日本整形外科学
会認定脊椎・脊髄病医、日本リハビリテーション医学会専門医・指導医、日本
リウマチ学会専門医・指導医、日本リウマチ財団登録医、日本リウマチ学会評
議委員、九州リウマチ学会運営委員
■モットー　ever onward, try try again!
■趣　味　サッカー観戦（サムライブルー、なでしこジャパンの応援）
■一　言　骨・関節の相談は何でもどうぞ！
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Radiology

放射線科
医療機関の認定

日本放射線科専門医修練協力施設

現況及び特色
平成 25 年度は常勤医 3 名（放射線診断専門医 2

名、核医学学会専門医1名）および、放射線治療部
門に 2 名の非常勤医師（放射線治療専門医）の応援
を得て、診療を行いました。当院では平成 20 年にマ
ルチスライスCT 装置、血管造影装置、X 線透視装置、
放射線治療装置を最新の機器に更新、平成 21年に
は新規に核医学検査装置（SPECT-CT）を導入しまし
た。これらの装置を用いて放射線診断、IVR、放射線
治療の各分野で、幅広い診療を行っています。また放
射線部には12 名の常勤診療放射線技師と1名の非
常勤診療放射線技師が在籍し、一般撮影、消化管造
影検査、CT、MRI、血管撮影、核医学検査、放射線
治療などそれぞれの分野において、高い専門性を発揮
し診療に当っています。

診療実績
【放射線診断】読影件数：28864 件
CT 19324 件、MRI 4084 件、核医学検査 328 件、
超音波検査 753 件、マンモグラフィー 3640 件、
消化管造影検査 603 件、血管造影検査 132 件

【IVR】
< vascular IVR 131 件＞

肝臓癌 TAE/TAI 92 件、A－ポート留置 4 件、頭
頸部悪性腫瘍 TAI 6 件、肝癌破裂塞栓術 2 件、
動脈瘤・仮性動脈瘤塞栓術 3 件、消化管出血塞
栓術 1 件、気管支動脈塞栓術 6 件、BRTO 1 件、
門脈体循環シャント塞栓術 1 件、骨盤骨折塞栓
術１件、腎出血に対する造影・動脈塞栓術 4 件、
肝損傷動脈塞栓術 1 件、血流変更術 1 件、術前
血管塞栓術 1 件、直腸癌 TAI 1 件、副腎静脈サ
ンプリング 1 件

< non-vascular IVR 48 件＞
CT ガイド下生検 15 件、CT ガイド下膿瘍ドレナー
ジ 3 件、内臓神経叢ブロック 3 件、マンモトーム
27 件

【放射線治療】
新規患者数 167 名、延べ治療件数 4392 件
体幹部定位放射線治療 7 件
RI 治療（89-Sr) 7 件

放射線科部長　髙木　一

HAJIME　TAKAKI

髙木  一
（放射線科部長）

■出身医局　大分大学放射線科
■卒業年次　昭和 58 年
■専門分野　放射線診断学、IVR

■専門医・認定医
日本医学放射線学会専門医
■モットー　Positive thinking
■趣　味　スキー、薫製づくり
■一　言　何事にも前向きに取り組んでいきたいと思います。

TOMOKO　NAKAYAMA

中山 朋子
（放射線科医師）

■出身医局　大分大学放射線科
■卒業年次　平成 15 年
■専門分野　放射線科診断学

■専門医・認定医
日本医学放射線学会専門医、日本核医学会専門医
■モットー　日々是好日
■趣　味　読書、自然鑑賞、旅行
■一　言　患者さんへより良い医療が提供できるよう努力

します。

SHOKO　TAKATA

高田 彰子
（放射線科医師）

■出身医局　大分大学放射線科
■卒業年次　平成 22 年
■専門分野　放射線科診断学

■モットー　高い向上心！！
■趣　味　スポーツ（バレーボール）、旅行
■一　言　チームの一員として、頑張ります。
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Anesthesiology

麻酔科
放
射
線
科
／
麻
酔
科

医療機関の認定
麻酔科認定病院（日本麻酔学会）

現況及び特色
麻酔科は、現在麻酔を専門にする常勤麻酔医２名から

構成されています。さらに月曜日から金曜日までは大分大

学麻酔科から１名（水、金は２名）の応援麻酔科医が加

わり、３名（水、金は４名）の麻酔医で主に手術室での

手術麻酔業務を行っています。

２０１３年度年間手術症例数は２１３６例で、そのうち

麻酔科管理症例数は１３３２例（内、緊急手術症例数は

８２例）でした。

症例の内容は、外科では腹腔鏡下肝臓切除術、腹腔

鏡下膵頭十二指腸切除術、肺切除術、胸腔鏡下食道切

除再建術、さらに整形外科では脊椎の除圧固定術、人工

関節置換術あるいは再置換術、泌尿器科では開腹前立腺

摘出術、鏡視下での腎摘出術あるいは腎尿管摘出術、産

婦人科では子宮鏡下子宮筋腫摘出術、腹腔鏡下卵巣腫

瘍摘出術と幅広く対応しています。

麻酔管理では、レミフェンタニルの登場で鎮痛を重視

した麻酔管理を行い、さらに持続硬膜外麻酔や麻薬性鎮

痛薬の持続静注を行い麻酔から覚醒したときに痛みを感

じない麻酔を行なうことを心掛けています。さらに動脈心

拍出量測定モニターの導入で、低侵襲で心拍出量測定が

可能となり、従来のバイタルサイン（血圧、尿量等）単独

よりも、酸素需給バランスを考えた麻酔管理を行っていま

す。

最後に当科のモットーは、麻酔専門医による安全な麻

酔の提供を心掛けています。

麻酔科部長　松本　浩司

KOUJI　MATSUMOTO

松本 浩司
（麻酔科部長）

■出身医局　大分大学麻酔科
■卒業年次　昭和 63 年
■専門分野　麻酔科

■専門医・認定医
日本麻酔学会指導医、厚生労働省認可麻酔科標榜医
■モットー　Love and Peace
■趣　味　ドライブ（特に深夜の）、音楽鑑賞（特にA-23、B-19）
■一　言　いつも心に笑顔を

TAICHI　NISHIDA

西田 太一
（麻酔科医師）

■出身医局　大分大学麻酔科
■卒業年次　平成 17 年
■専門分野　麻酔科

■専門医・認定医
日本麻酔科学会専門医
■モットー　粘り強い
■趣　味　スキー
■一　言　がんばります。
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Dentistry, orthodontics, and dentistry oral surgery 

歯科・矯正歯科・歯科口腔外科
医療機関の認定

日本口腔外科学会専門医制度専門医・指導医研修施設

歯科医師臨床研修指定研修施設（単独型）

地域歯科診療支援病院

現況及び特色
歯科口腔外科では、二次医療機関の病院歯科口腔外

科として、かかりつけ歯科医院（一般開業歯科医院あるい

は開業医院）、病院歯科、大学病院歯科口腔外科との病

診連携を前提に、情報提供された患者さんの外来診療・

外来手術や入院治療・手術を行っています。したがって一

般歯科診療（むし歯や入れ歯など）はかかりつけ歯科医院

や近くの開業歯科医院に逆紹介で診療をお願いしていま

す。

診療内容は、埋伏歯（親知らず、過剰埋伏歯など）や

歯周病の歯の抜歯、全身疾患を有する患者の歯科口腔外

科治療、口腔顎顔面外傷（顔面裂傷、歯牙外傷、顎骨骨

折など）、歯性感染症（炎症）、顎変形症、顎関節症、嚢

胞性疾患、良性腫瘍、悪性腫瘍（舌癌、歯肉癌など）、

口腔粘膜病変（口内炎、扁平苔癬、白板症、口腔カンジ

ダ症など）を中心に診療を行っています。特に、悪性腫

瘍の患者さんは増加傾向にあり、地域がん拠点病院の歯

科口腔外科として、口腔癌の患者さんにより専門的な治

療を提供できるようにと口腔腫瘍（癌）外来を開設しまし

た。口腔癌の手術では、口腔癌切除後の機能的・審美

的回復を目的とした、微小血管吻合を伴う遊離組織移植

による再建手術を平成２３年より導入し、確実に経験症

例数が増えており安定した結果が得られています。

また、病院内の歯科として、医科入院患者さんの手術

前後や抗がん剤・放射線治療中の患者さんの口腔ケアを

積極的に行い、口腔衛生状態の改善、摂食機能の向上、

さらには術後肺炎などの合併症の予防に努めております。

外来の新患受付は月・火・水・金曜日（木曜日は手術日）

の８時３０分から１１時までですが、歯性感染炎症や口腔

顎顔面外傷などを中心とした救急症例についてはこの限り

ではなく、２４時間３６５日対応できるようにオンコール体

制を整備しております。

スタッフは常勤歯科医師３名（日本口腔外科学会認定

専門医）、後期研修歯科医師１名、研修歯科医師１名、

歯科衛生士３名、非常勤歯科衛生士１名、非常勤歯科助

手１名、歯科技工士１名で、エビデンスレベルの高い正し

い臨床をモットーに日々研鑽しております。

診療実績
新患総数　3755 人

　　　　　（休日・時間外・夜間の受診患者数は287人）

紹介患者　2085 人

紹介率　　55.5%

入院患者数　385 人

全身麻酔下での手術件数　62 件

手術内訳（局麻手術を含む）

　歯・歯槽外科手術　2 例（局麻 1325 例）

　良性腫瘍・嚢胞　　31例（局麻 108 例）

　消炎手術　　　　　1例（局麻 87 例）

　唾液腺疾患　　　4 例（局麻 17 例）

　上顎洞関連　　　　3 例

　顎顔面骨折　　　　3 例

　顎矯正手術　　　　1例

　前癌病変　　　　　2 例（局麻 11例）

　癌　　　　　　　14 例

　再建外科　　　　　9 例

　（重複を含む）

歯科・矯正歯科・歯科口腔外科部長　山本　晃三
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歯
科
・
矯
正
歯
科
・
歯
科
口
腔
外
科KOUZOU　YAMAMOTO

山本 晃三
（歯科部長）
■出身医局　九州歯科大学
　　　　　　口腔外科学第一講座
■卒業年次　平成 11 年
■専門分野　口腔外科、口腔癌

■専門医・認定医
日本口腔外科学会専門医、日本がん治療認定医機構がん
治療認定医、歯学博士
■モットー　自分を信じなければ人生じゃない
■趣　味　ドライブ・フットサル、映画鑑賞、ロッキー・バルボア
■一　言　皆さんあっての自分です。

TAKESHI　NISHIKAWA

西川  健
（歯科医師）

■出身医局　九州歯科大学（口腔外科）
■卒業年次　平成 16 年
■専門分野　口腔外科

■専門医・認定医
日本口腔外科学会専門医
■モットー　健康第一
■趣　味　小旅行
■一　言　地域の歯科医療に貢献できるよう頑張ります。
　　　　　気軽にご紹介お願いいたします。

RYOTA　IMAI

今井 亮太
（歯科研修医）

■出身医局　
■卒業年次　平成 25 年
■専門分野　

■モットー　一生勉強
■趣　　味　水泳（バタフライ）
■一　　言　未熟ながらも患者さんと真摯に向き合いた
　　　　　　いです。

EIJI　HIRAI

平井 英治
（歯科医師）

■卒業年次　平成 14 年
■専門分野　口腔外科、口腔癌、
　　　　　　顎口腔再建

■専門医・認定医
日本口腔外科学会専門医、日本がん治療認定医機構がん治療認
定医、インフェクション・コントロールドクター

■モットー　Keep moving
■趣　味　ドライブ、サイクリング
■一　言　一人でも多くの患者さんの笑顔が見られるようがんばります。
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Emergency department

救急科
現況及び特色

当院は大分市中心部の二次救急施設で、24 時間、
365 日の救急患者受け入れを目指しています。当院では
ER 型診療を目指しており、日中は救急専従医が、夜間当
直帯は内科系1名、外科系1名の医師が初期診療を行っ
ております。入院加療が必要と判断した場合には、適切な
専門診療科を選定し引き継ぎます。救急外来に救急専従
医を置くことで、各専門科の日常診療に大きな影響を及ぼ
すことなく紹介患者や救急患者の受け入れをスムーズに行
うことが可能となっています。

昨年度より救急副部長を拝命しました高橋が救急部専
従となり、本廣副院長兼救急部長の協力の元に運営して
おります。もともと当院は外科系疾患に強い病院ですが、
今年度も引き続き総合内科的な色彩も持った救急部として
も活動していきたいと考えています。対応する専門科がわか
りにくく紹介先に悩まれた際には救急部にご紹介頂けまし
たら、当部で初期診療を行い、その後の外来診療もしくは
入院診療を適切な専門診療科に引き継いでいきたいと思っ
ています。

また災害医療に関しましても、外科の岡本医師の協力の
基に DMAT の再整備を進めており、依頼があれば可能な
限り速やかに対応できる体制の確立を目指しています。

当院は研修指定病院であり、初期研修医は夜間休日当
直に加え、ローテーションで救急部研修を行います。救急
外来で初期診療を経験するとともに、心肺停止患者に対

する BLS や ACLS、外傷患者に対する JATEC、さらには
内因性疾患の重症患者の対応に関する研修を行っていき
ます。そのような知識を蓄えたうえで、緊迫した状況にお
いて自分で考える力を養うこと、最も有効かつ適切な方法
で行うマネジメント力を養うことを当部での研修目標として
います。

今後も他医療機関からの紹介や救急車の搬送要請に可
能な限り対応させて頂き、地域の皆様や先生方と当院の
専門診療科との橋渡し役として機能できるように努力して
いきたいと考えております。

診療実績
救急外来受診患者数は 8161 名（平成 24 年度 8828

名）と昨年度に比べ大きく減少しましたが、軽症患者（6432
名、平成 24 年度 7357 名）が減少したことが影響してお
り、入院患者数 1998 名（平成 24 年度 1446 名）、三次
患者数 201名（平成 24 年度 135 名）、心肺停止患者数
（検証票対象患者）39 名（平成 24 年度 26 名）と重症
患者の受け入れは増加しています。救急車受け入れ台数も
1867 台（平成 24 年度 1719 台）と増加しました。救急
車で搬入された患者の 51% が入院となりました。

救急副部長　高橋　健

AKIRA　MOTOHIRO

本廣   昭
（副院長）

■出身医局　九州大学第二外科
■卒業年次　昭和 53 年
■専門分野　呼吸器外科　

■専門医・認定医
日本外科学会指導医、日本呼吸器外科学会専門医・指導
医、日本胸部外科学会認定医、麻酔科標榜医
■モットー　明るく、楽しく、元気よく
■趣　味　映画鑑賞
■一　言　全職員が働きやすい病院を目指します。

KEN　TAKAHASHI

高橋  健
（救急部副部長）

■出身医局　九州大学第一内科
■卒業年次　平成 16 年
■専門分野　内科　

■専門医・認定医
日本内科学会認定医、消化器病学会専門医、日本プライマリケア学会指
導医、化学療法学会認定医、ICD、日本 DMAT 隊員、大分 DMAT 隊員
■モットー　分をわきまえる。
■趣　味　珍しい本を買うこと。
■一　言　救急部専従ですが、内科出身ということを生かして、総合内科的

な役割も担っていきたいと思っています。救急部を盛り上げるた
めにこれから尽力していきたいので、どうぞよろしくお願いします。
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Pathology

病理診断科
救
急
科
／
病
理
診
断
科

医療機関の認定
日本病理学会登録施設
日本臨床細胞学会認定施設
日本臨床細胞学会教育研修認定病院

現況及び特色
病理・細胞診専門医１名、非常勤病理医１名、技師３名（細
胞検査士２名）で業務を行っています。

①通常病理診断
　生検材料は１～２日、切除標本材料は２～５日以内を
原則として迅速かつ正確をモットーとして診断報告して
います。手術材料ではマクロ写真撮影を行い、必要に
応じて切出図を作成、症例によりマッピングも行います。
また、ご紹介いただいた先生方への報告用に、マクロ
及びミクロ画像入りの報告書も作成しています。　

②特殊染色・免疫染色
　自施設内において各種特殊染色・免疫染色を行い診
断に活用しています。また近年多臓器の癌で適応が広
がってきた分子標的治療の適応決定にも対応できるよ
うに、乳癌の ER、PgR、HER-2、Ki-67、大腸癌の
EGFR、胃癌の HER-2 の免疫染色を必要に応じて行っ
ています。ALK の免疫染色、HER-2、ALK の FISH、
EGFR の PCR は検査会社への外注で対応しています。

③術中迅速組織・細胞診診断
　原則として予約制ですが、当日の急な依頼にも対応し
ています。結果は直接手術室の術者または主治医に電
話連絡しています。

④細胞診診断
　穿刺細胞診、擦過細胞診等では、基本的に検査技
師がベッドサイドに出向き処理を行っています。症例に
より、迅速診断にも対応しています。診断は原則として

スクリーナーによるスクリーニングの後（ダブルチェック
あり）、細胞診専門医とさらにディスカッションした後に
報告しています。

⑤カンファレンス　
　外科・内科・放射線科術前カンファ（毎週）、泌尿器
病理カンファ（毎月）、消化器内視鏡カンファ（毎週）、
剖検 CPC（適宜）、等を通じ臨床科とのディスカッショ
ンを積極的に行っています。

⑥コンサルテーション
　診断困難例は各臓器の専門病理医へ積極的にコンサ
ルテーションすることにより、より客観性の高い診断を
目指し、精度管理に努めています。

⑦診断システム
　電子カルテに連動する病理診断支援システムを導入し
ており、オーダーおよび診断報告は原則電子カルテ上で
行っています。また報告後は、マクロ及びミクロ画像も
電子カルテから常時閲覧可能になります。

　以上、診断を通じてより良い医療提供の実現をサポート
できるよう努力しています。また今後も、必要とされる情
報を漏れなくより迅速かつ正確に提供できるよう努め、さ
らに積極的に情報発信も行いながら、わかりやすい病理
診断科をめざしていきたいと考えています。

診療実績
平成２５年度の検査件数：

病理組織検査３４６６件、術中迅速病理検査１２４件
細胞診検査４４９５件（婦人科２８４６件、その他
１６４９件）

病理診断科部長　米増　博俊

HIROTOSHI　YONEMASU

米増 博俊
（病理診断科部長）
■出身医局　九州大学医学部形態病理（旧２病理）

■卒業年次　平成 2 年
■専門分野　人体病理（主として
　　　　　胆・膵及び消化器全般）

■専門医・認定医
日本病理学会専門医、日本臨床細胞学会細胞診専門医
■モットー　仕事は楽しく！
■趣　味　コントラバス、テニス、ジョギング
■一　言　信頼される病理医を目指します。

YOKO　KAKISAKO

垣迫 陽子
（検査部医師）

■出身医局　大分大学 内分泌代謝・膠原病・腎臓内科
■卒業年次　平成 16 年
■専門分野　内科

■専門医・認定医
日本医師会認定産業医、日本内科学会認定医
■モットー　できることから着実に
■趣　味　温泉、ドライブ
■一　言　よろしくおねがいします。
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Department of Hepatobiliary and Pancreatic centre

肝胆膵センター
医療機関の認定

日本肝胆膵外科学会高度技能医修練認定施設A
日本肝臓学会認定施設

現況及び特色
平成11年11月より大分赤十字病院に肝胆膵センターが設立さ

れて14 年が過ぎました。治療が困難な疾患が多い肝胆膵領域の
悪性疾患に対し、総合力で対応しようということで、内科、外科、
放射線科、病理等の関連した専門領域の医師が各科の垣根を越
えて診療に協力し質の高い医療を提供して参りました。同一疾患
であっても各診療科で治療法が異なることの多い分野ですので、
新患や再発患者の精査、治療方針の決定を毎週行われる合同カ
ンファレンスで決定し、大分赤十字病院として責任を持って対応し
ていくというポリシーでそれぞれの診療科が協力して診療にあたっ
ています。昨年は予後調査を行い肝胆膵癌の外科手術症例の10
年生存率を出しましたが、全国平均よりも良好な成績でした。

施設認定としては、日本肝胆膵外科学会の高度技能医修練認
定施設 A に認定されています。これは現在全国で 110 施設、九
州で13 施設が認定されており大分県内では当院と大学病院のみ
が認定されています。また日本肝臓学会認定施設となっています。

肝細胞癌の治療においては特に一つの治療手段に固執しない
ことがもっとも大切であると考えています。腫瘍の状態や肝の予備
力を充分に考慮し、安全性を確保しつつ最も効率の良い治療法を
選択し、治療後も適切なフォローアップと再発防止対策（抗ウイル
ス療法等）の実行が重要です。一方、胆道膵臓の癌に対しては、
手術治療以外に根治を期待できる治療がないのが現状ですので、
血管合併切除を含めた、拡大外科手術による癌遺残のない R0
手術を積極的に行なっています。

現在胆道膵臓の内科部門では、永松、成田医師を中心に
ERCP、Double balloon ERCP、EST、EUS などを駆使して膵胆
道疾患の診断と内視鏡治療にあたっています。特に CT 等では描
出されない小さな膵癌や胆管癌をEUS、EUS-FNAで診断できる
事も増えてきており、今後のさらなる発展が期待されています。肝
臓内科疾患は成田部長（日本肝臓学会指導医）を中心に診療して
おり、各種肝炎や早期肝癌の経皮的焼灼療法、インターフェロン
治療等を担当しています。放射線科部門では、髙木放射線科部門
長を中心に MDCT、MRI、Angio 等を駆使した優れた診断と各種
IVR 治療を行っており、その診断能力の高さと、緊急での IVR 対
応は当センターには必須な存在です。外科部門は、福澤外科部門
長のもと肝胆膵の悪性腫瘍の外科的切除を高いレベルで実践して
います。肝切除や膵切除等の肝胆膵領域の主要手術数は年々増
加し、昨年は123 例でした。大分県内では1位の手術数であり、

肝胆膵癌の切除症例は九州内で 5 位でした。福澤部長の手術執
刀数は、肝胆膵領域でのメジャー手術（癌および移植）のみで約
1300 例になりました。肝切除および膵切除共にほとんどの症例
は無輸血で手術施行されています。

診療実績
平成11年のセンター開設から昨年までで、肝切除数 749 例、

膵切除数 461 例と High volume centerとなり1200 例を超え
ました。センター開設当初は年間 30 例程度の手術でしたが、
最近は毎年 100 例以上の肝胆膵悪性腫瘍手術を行っておりま
す。

平成 25 年の肝胆膵領域における主な診療実績は、外科部
門は手術治療が 280 件で過去最多でした。放射線科部門は
Angio、IVR 部門が 106 件で、内科的診断部門では、ERCP 
257 件、EUS175 件、肝生検 24 例等で、治療部門では肝癌（原
発・転移・肝門部胆管癌を含む）は、肝切除術 71 例、焼灼療
法（RFA、MCT）・PEI 11 例、TAE・TAI 96 例、リザーバー
留置 8 例、B-RTO 4 件、肝硬変の難治性腹水に対するデンバー
シャント造設 3 例、膵胆道系は膵切除手術 52 例、内視鏡的
胆管ステント・ドレナージ 180 例、胆石手術 132 例、ＣＴガイ
ド下腹腔神経叢ブロック 3 件、膵疾患手術は膵頭十二指腸切
除 32 例（HPD 2 例）、膵中央切除 2 例、膵体尾部切除 19 例
（腹腔動脈幹合併切除 3 例）などでした。なお膵頭十二指腸
切除はハイボリューム施設基準とされる年間 20 例を10 年連続
で超えています。

平成 11年以降の手術症例の生存率（他病死を含む）は、通
常型膵癌で 5 年生存率 30.3%、10 年生存率 24.6%、stage
別では、5 年生存率は stage 2 以下 100%、stage 3： 52%、
stage 4a：27%、stage 4b：4%でした。IPMN で 5 年生存率
90%、10 年生存率 84.4％、胆道癌の 5 年生存率は乳頭部癌
62.7%、胆嚢癌 54.8%、胆管癌 47.3%でした。また、原発
性肝癌の生存率は、肝細胞癌で 5 年生存率 69％、10 年生存
率 48％、肝内胆管癌で 5 年生存率 38％でした。根治度別の
肝細胞癌の 5 年生存率は根治度 A 90％、B 56％、C 18％で
した。いずれの疾患の生存率も概ね全国平均より良好でした。

また高齢者の比率の多い当院では、手術侵襲を軽減する目
的で肝切除、膵切除共に腹腔鏡下手術を積極的に取り入れてお
ります。保険収載されていない肝切除術式（葉切除や系統的亜
区域切除）に対しては高度先進医療で、膵頭十二指腸切除に対
しては臨床治験という形で対応しておりますので、今後も大分の
地域医療に貢献できるよう頑張って参りたいと思います。

外科部門長　福澤　謙吾

　肝胆膵内科部門
肝胆膵内科部長 成田　竜一 肝胆膵内科副部長 永松　秀康

　放射線科部門
放射線科部長 髙木　一 放射線科医師 中山　朋子 放射線科医師 高田　彰子

　肝胆膵外科部門
院長兼センター長 若杉　健三 第一外科部長 福澤　謙吾 第一外科副部長 岩城堅太郎
第二外科副部長 甲斐成一郎 第一外科副部長 寺師　貴啓
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医療機関の認定
当院は、日本透析学会専門医認定施設、日本腎臓病

学会専門医認定施設です（指導医：今川全晴、金田幸司）。

現況及び特色
泌尿器科、腎臓内科、血管外科の３科が慢性腎炎から

シャントトラブルを含めた透析患者の合併症、腎移植患者

の管理まで、腎移植を除く腎臓に関する一貫した診療を

行っています。

診療実績
外来診療は泌尿器科（火、水、金）、腎臓内科（月、火、

木）、血管外科（火）の午前に行っています。また CAPD

外来を木曜日午後から行っています。透析室は泌尿器科と

腎臓内科が管理し臨床工学技士 3 名、看護師 2 名が専

属で、透析ベット17 台、平均 35 名の維持透析患者と合

併症入院患者の治療を行っています。平成 25 年度の新

規血液透析導入患者は 57 例で、その大部分は導入後、

近隣の透析施設で維持透析を行っています。CAPD にも

積極的に取り組み平成 24 年は 9 例、25 年 10 例に導入

しており、現在約 30 ～ 35 人の管理を行っています。生

体腎移植は今年度も 2 例を導入期に他院に紹介していま

す。CAPD については SMAP 法の導入により Cr5-6 前

後での HDと PD、腎臓移植の療法選択と準備が可能に

なり一貫した透析導入計画が立てられるようになりました。

透析患者に対する内シャント手術は 3 科で人工血管

9 例を含めて 74 例に施行。シャントトラブルについては

PTA によるインターベンションにも力を入れ年間 103 例

を外来で行っています。最近は長期透析患者の増加に伴

いシャント再建の困難な症例が増加していますが、腎臓内

科、泌尿器科、血管外科が協力して適切なシャントトラブ

ルの対応をしています。

特殊血液浄化として持続血液ろ過透析 43 件、血漿交

換 3 件、エンドトキシン吸着 11 件、白血球・顆粒球吸

着 153 件を施行しています。

腎炎、ネフローゼ症候群に対して平成 25 年は 37 例に

腎生検を行い、それぞれ組織診断に基づいた治療を行っ

ています。IgA 腎症に対しては扁桃腺摘出術 +ステロイド

パルス療法を過去10 年間で 100 例以上に行い、半数以

上に尿所見の消失を認めています。

慢性腎臓病対策として薬剤師、看護師、栄養士、ソー

シャルワーカーと年 4回の腎臓病教室も行っています。1，

4，7，11月の木曜日に約 2 時間程で一般の人や患者さん、

家族への慢性腎臓病啓蒙に努めています（参加はどなたで

もできます）。同時に腎臓病教育入院（10 日間）を行い

腎不全進行予防に取り組んでいます。

総合病院の利点を生かし透析患者の合併症治療にも力

をいれています。今後も他科との連携を密にして腎センター

として高レベルの医療が提供できるようにしたいと思いま

す。

金田　幸司、今川　全晴

　泌尿器科部門
泌尿器科部長 今川　全晴 泌尿器科医師 成松　隆弘 泌尿器科医師 山中　直行

　腎臓内科部門
副院長兼腎臓内科部長兼医療社会事業部長 金田　幸司 腎臓内科副部長 内田　英司 腎臓内科医師 大野　絵梨
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研修医紹介
Intern doctor introduction

SHINYA　NAKAYAMA

中山 慎也
（研修医）

■卒業年次　平成 24 年
■モットー　継続は力なり
■趣　　味　テニス、サイクリング
■一　　言　いつでも微笑みを。

NOZOMI　HIRAOKA

平岡　望
（研修医）

■卒業年次　平成 25 年
■モットー　向上心
■趣　　味　バスケットボール
■一　　言　一人一人の患者さんと真剣に向き合ってい

きます。

KYOKO　KAWANO

川野 杏子
（研修医）

■卒業年次　平成 25 年
■モットー　笑顔
■趣　　味　おいしいものを食べること。
■一　　言　信頼のある医療を目指します。

KEITA　SAKAMOTO

坂本 慶太
（研修医）

■卒業年次　平成 25 年
■モットー　明るく、楽しく
■趣　　味　体を動かしたいです。旅行が好きです。
■一　　言　“安心して任せられる”を目標に頑張ります。

よろしくお願い致します。

SHOTARO　INOUE

井上 翔太郎
（研修医）

■卒業年次　平成 25 年
■モットー　詰めを厳しく
■趣　　味　弓道、温泉めぐり、皿まわし
■一　　言　２年間頑張ります。

NOBORU　HORINOUCHI

堀之内 登
（研修医）

■卒業年次　平成 25 年
■モットー　とことんやりきる
■趣　　味　読書、卓球
■一　　言　真のＥＢＭの実践を目指してがんばります。
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KEISUKE　ONO

小野 慶介
（研修医）

■卒業年次　平成 26 年
■モットー　健康と安定
■趣　　味　楽器演奏
■一　　言　日々勉強していきたいと思います。よろし

くお願いします。

SHUYA　MIYAZAKI

宮﨑 周也
（研修医）

■卒業年次　平成 26 年
■モットー　やるときはやる。休むときは休む。
■趣　　味　スポーツ（球技全般）、音楽（ギター）
■一　　言　医者として、人として、成長できたと思え

る２年にします！

SHUICHI　ITONAGA

糸永 周一
（研修医）

■卒業年次　平成 26 年
■モットー　Nothing keeps you there
■趣　　味　ギター、音楽鑑賞
■一　　言　常に笑顔を心掛けます。

YUTARO　FURUKAWA

古川 祐太朗
（研修医）

■卒業年次　平成 26 年
■モットー　笑顔を忘れずに
■趣　　味　スポーツ（特にサッカー）
■一　　言　全てに一生懸命がんばります！
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初期臨床研修は、医師の生涯を支配する、強烈な印象を刻まれる時です。その人の、臨
床家としての姿がここで決まります。だからこそ沢山の研修病院の中でどこにするかを悩む
のは当たり前です。

大分赤十字病院は救急・災害医療、がん診療、生活習慣病を軸にした急性期総合病院
です。340 床の病床数で内科全般、外科、整形、産婦人科、泌尿器、救急部など 27 科
に 62 名の常勤医をかかえ、多くは大分大学と九州大学医局からの派遣医師です。各科と
も研修医に対してなるべく沢山の症例を経験させ、多くの手技を習得させるように上級医に
よる熱心な指導を行っています。救急部は専任スタッフによる救急とプライマリーケアの習
得に最適な環境を整えています。2011 年は東日本大震災には大分赤十字病院も医療救護 9 
班、病院支援 2 班、こころのケア 3 班、計 80 名以上が被災地に向かい、スタッフの一人
として研修医も参加しました。

当院では現在まで管理型、協力型の研修医 90 名（延べ数）以上を迎え、ともに働きました。
出身大学は大分大学、九州大学、福岡大学、長崎大学、熊本大学、宮崎大学、鳥取大学、
久留米大学、山口大学、東海大学、東邦大学、愛知医大など多岐多彩です。

2014 年 8 月現在、1 年目 4 名、2 年目 6 名、計 10 名が絆を深めながら切磋琢磨してい
ます。2 年目の研修を終了した後は、大学医局に入局して大学病院または関連施設で専門
研修に入るケースが多いですが、そのまま大分赤十字病院で後期研修を続ける人も出てき
ています。卒業後 3 年目から 6 年目、いわゆる後期研修医期間に相当する医師も14 名を
数え、若い人たちの熱気があふれています。

中規模の病院で大分市中心部にあり、患者数も多く、指導体制も整った大分赤十字病
院で臨床研修を始めませんか。連絡を待っています。

初期臨床研修を
めざす皆さんへ

臨床研修委員会
金田　幸司

臨床研修を大分赤十字病院で
スタートしませんか
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訪問看護ステーション

施設認定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　訪問看護認定看護師実習施設

　皮膚・排泄認定看護師実習施設

　訪問看護認定看護師 1名

　がん性疼痛緩和認定看護師１名

特色　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　大分赤十字病院と連携し自宅に退院される方々の支援を行っています。

　大分赤十字病院の認定看護師と連携し質の高いケアを提供します。

　併設病院である大分赤十字病院のチーム医療に在宅支援として参加します。

H25年度実績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．訪問件数　360 ／月　利用者 71／月

２．がん疾患関連利用者　全体の 56.5%

３．H25 年度在宅での看取り　18 人

４．その他医療処置を必要とする患者（創傷ケア、ストーマケア、カテーテル管理、在宅酸素、

　　人工呼吸器等）67.8%

５．連携医療機関　15 機関

※日本財団よりご寄贈いただきました

問い合わせ先　大分赤十字訪問看護ステーション　☎：097（532）6181（内線 320）
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健康診断
　当院では、個人、企業、全国健康保険協会による生活習慣病予防健診及び特定健康診査を実施しています。健診では、
全身を系統的に検査し、目に見えない体内の変化を数値や画像で健康度を判定して、日常生活をしていくなかでの留
意事項をお知らせしています。
　また、オプションとして、子宮がん検査、乳がん検査も実施しています。
【実施日時】　平日の午前　　【実施場所】　西館二階健診室

災害救護活動
　当院は、災害拠点病院として、医師 1名、看護師長1名、看護師 2 名、主事 1名から成る救護班を編成し、東日
本大震災をはじめとした災害等に派遣しています。また、急性期の災害医療チーム（DMAT）も編成し、災害や大事
故等への派遣も行っています。そして、災害時に迅速かつ冷静に対応できるよう院内災害救護訓練を毎年行い、職員
の技能の維持向上に努めています。

医療福祉相談
　病気になることで患者さんには治療のこと以外でも、経済的な問題や仕事、子育て、介護のこと等様々な心配事や
生活上の問題が起こってきます。当課では医療ソーシャルワーカー（MSW）を 3 名配置し、患者さんやその家族が病
気によって生じるそれらの問題について共に考え、解決に向けた支援をしています。

ボランティア活動
　当院には、外来患者さんの案内、車椅子の点検等のボランティアが活動しており、当課ではその活動がスムーズに
行えるよう支援をしています。

健康講座・看護教室
　地域福祉活動の一環として、年に 9 回、市民の方々が興味のありそうな
テーマを決めて、市民向けの講座を開催しています。市報や新聞等を通じ
て広報しています。
【開催日時】　毎月第 4 月曜日（4、8、12 月は除く）14：00 〜15：30
【場　　所】　大分赤十字病院　管理棟 5 階大会議室
【講　　師】　各科専門医師

リレーフォーライフ（RFL）へ参加しています。
1985 年アメリカワシントン州・シアトル郊外で、アメリカ対がん協会のゴルディー・クラット医師が、「がんに
立ち向かう患者さんの勇気を讃え、彼らを励まし支援したい」との想いから 24 時間、大学のグラウンドを走
り続けました。彼らに賛同した多くの仲間達が寄付をよせ、翌年からは交代で 24 時間歩く、ウォーキングイベ
ントとして広がっていきました。こうしてリレーフォーライフが誕生し、地域社会全体でがん征圧への願いを新
たに絆を深め合う催しとして全米 5000 カ所、世界 20 カ国で開催されるようになりました。

社会課　☎：097（532）6181（内線 258・257）
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◎医療機関の指定

・地域がん診療連携拠点病院  ・地域医療支援病院

・災害拠点病院（地域災害医療センター）・第二次救急指定病院

・臨床研修指定病院（基幹型・協力型） ・歯科臨床研修指定病院（単独型）

・労災指定病院    ・日本医療機能評価機構認定病院（ver.6.0）

◎学会認定教育施設

　日本内科学会認定医制度教育関連病院

　日本糖尿病学会認定教育施設

　日本感染症学会認定研修施設

　日本呼吸器学会認定臨床研修施設

　日本アレルギー学会認定教育施設

　日本消化器病学会認定施設

　日本消化器内視鏡学会指導施設

　日本肝臓学会認定施設

　日本循環器学会認定循環器専門医研修施設

　日本高血圧学会専門医認定施設

　日本不整脈学会・日本心電学会認定不整脈専門医研修施設

　日本腎臓学会認定研修施設

　日本リウマチ学会認定教育施設

　日本外科学会外科専門医制度修練施設

　日本消化器外科学会専門医修練施設

　日本乳癌学会認定医・専門医制度関連施設

　日本呼吸器外科学会専門医関連施設

　日本がん治療認定医機構認定研修施設

　日本肝胆膵外科学会高度技能医制度修練施設 A

　日本整形外科学会認定医制度研修施設

　日本透析医学会専門医認定施設

　日本泌尿器科学会泌尿器科専門医基幹教育施設

　日本泌尿器内視鏡学会泌尿器科腹腔鏡技術認定研修施設

　日本リハビリテーション医学会研修施設

　日本医学放射線学会放射線科専門医修練機関

　日本麻酔科学会麻酔科認定病院

　日本病理学会登録施設

　日本臨床細胞学会認定施設

　日本口腔外科学会認定医制度専門医・指導医研修施設

　日本口腔外科学会関連研修施設

　日本医療薬学会認定薬剤師制度研修施設

　日本静脈経腸栄養学 NST 稼働施設

病院の概況
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管理棟案内図
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委 員 長　金田　幸司

副委員長　石田　哲也

委　　員　麻生　龍磨

委　　員　岡本　正博

委　　員　濱野　峰子

委　　員　粕谷　健二

委　　員　安達　麻希

委　　員　首藤　章弘

委　　員　森島　貴史

委　　員　坂元　宏美

委　　員　大津留まり

委　　員　徳丸　茂史

委　　員　鳥越　直彦

委　　員　江藤　大輔

委　　員　鍵小野充子

委　　員　佐藤　博文

幹　　事　菅　　亮平

広報委員会
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〒870‒0033  大分市千代町３丁目２番37号
TEL 097-532-6181㈹　FAX097-533-1207㈹
ホームページURL：http://www.oitasekijyuji.jp/
医療連携・患者支援センター　097-540-6167（直通）


	表1
	表2
	2014診療情報誌
	表3
	表4

