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基本理念「いのちに光を、 I帥こやすらぎを」

いのちの大切さを重んじ、患者さんとの相互信頼の上に立った医療をめざします。

lきつ

地域がん診療連携拠点病院
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向春の候、各医療機関の皆様方におかれましては益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

日頃より当院の運営に格別なるご理解、ご協力いただき厚く御礼申し上げます。

昨年は、コロナ一色の〇年で各医療機関の皆様もその対応などいろんな意味で大変であったと推察い

たします。

当院も、 2月より院内感染対策の策定、施行、帰国者接触者外来(PCR検査)の開始、来院患者

用の発熱外来の設置、病棟の整備など息つく暇もなく行ってきました。また11月よりは、保健所業

務縮小目的の発熱患者、コロナウイルス感染疑い患者受Iナ入れシステムの変更、構築などあり、現在

病院敷地内にプレハブを3棟設置し、業務に対応しています。これに際しましては、当院作成の患者

様紹介時の手順、連絡方法に基づき、各診療所、病院関係者の皆様のご努力とご協力をいた

だき、たいした混乱もなく、発熱外来、 PCR検査外来を運営できています。

現在、新型コロナウイルスワクチンの予防接種が全国的に予定され、体制の構築が開始されている

ところです。当院においても、中心的な位置づIナとしての役割を担うことと

なると思います。しかし、接種は数ヶ月iこもわたり、膨大な数になると思い

ます。当院も通常のコロナ対応に人員をさいて、ぎりぎりの人数で他の通常

診療、救急業務にあたっており、予防接種への人員の提供I二は限度がありま

す。是非、各医師会、病院、診療所の皆様方の絶大なるご協力をお願い申し

上げます。

また、当院はコロナ禍にあいても、できる限り、地域の中核病院としての

責務を果たしていくつもりでおります。引き続きのご理解、ご協力をお願い

します。最後に、 -刻も早いコロナ終息と来年こそ、ゆったりと新年を寿げ

ることを願っております。
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放射線診断料科長 放射線診断料医師

塚本達明 安徳 諭

容量
放射線診断科では、院内で撮影さ

れたすべてのCT、 MRIの画像診断を

行っています。腹部を主体とした血

管造影検査および血管を介した治療

(IVR)も山梨大学放射線医学教室の協

力を得て行っています。これらの検

査が適切に、かつ最小限の被曝で行

われるよう、診療放射線技師と協力

して撮像条件を決定しています。ま

た、患者さまには不安なく検査を受

けていただくことができるよう、看護師、事務員を含めたチーム医療を実践していま

す。造影剤を使用する場合には、安全に検査を受けていただくために、問診の上検査

同意書をいただいいております。

開業の先生方にも手軽に検査を利用していただけ

る体制をとっており、ご希望の目時に検査を施行

し、報告書とともに画像結果をお持ち帰りいただい

ております。急性腹症、頭蓋内出血などの急性期疾

患については、当日の緊急検査にも対応させていた

だいております(ただしCT検査に限ります)。

令和2年度末にC丁を更新し、最新機種が導入さ

れる予定となっております。より鮮明な画像が得ら

れることをスタッフ一同期待しております。

なお、 RI検査の復旧の目処は立っておらず、ご

迷惑をお掛けしております。

市立甲府病院の専門看護師・認定看護師

今年度、新たに認定看護師が増えました。

当院では、現在19名の専門・認定看護師が、各分野で活躍しています。

ホームページに詳細がございますのであわせてご覧ください。

(www. city-kofu-hp.jp)



市立甲府病院

専門,認定者講師紹介

がん看護専門看護師

嶋田やよい

曾
がん放克喉療法看護

認定看護師

佐藤恵美

曾がん化学療法看護

認定看護師

志村美和

緩和ケア認定看護師

内田由紀 田中美穂 根津弘美 丹澤千品

晴患

小児救急看護認定右記師

小泉恵理子
摂食・蟻下降害看護認定看護師

清水孝子 野中浩司

認知症看護認定看護師

山村富子 関口まど香

がん性疫病看護

認定看護師

古屋佳江

糖尿病看護認定看護師

岩間美保

感染管理認定者講師

九川卓也 加藤有希

皮膚。排泄ケア認定者語師

古屋知性 新井任那子

」′単一
三高看護認定看護師

古屋品己



市立甲府病院 外来診療担当医表
◎予約外(新患)の患者さんについては、 ★印の医師が担当しますのでこ確認をお願いします。 令和3年2月1日 現在

診療科(担当部門) 
午帝 午後 

月 火 水 木 金 

内科 

総合内科 
午前 古河埜 臆功 ★岩崎 康- ★河埜 功 ★佐藤 友哉 ★岩崎 康二 

午後 
前田宜包 河埜功 岩崎康- 河埜功 

呼吸器内科 

午前 午後 

★小澤 克良 ★大木 善之助 ★小澤 克良 

★井上修 大木‾善之助 

★菱山 千祐 
大木 害之助 

菱山千祐 小澤克良 大木善之助 樋田臆臆和弘 小澤克良 大木善之助 極旦一三旦壁書 大木善之助 大木 善之助 
菱山 千祐 大木 善之助 大木 善之助 菱山 千祐 菱山 千祐 
樋田 和弘 

樋田和弘 大越広貫 大越広貴 古谷智 

循環器内科 
午前 

★瀧島 勲 ★沢登 寅雄 ★猪野 友里 ★鈴木 浩二 ★徳増 芳則 
徳増 芳則 猪野 友里 沢登 寅雄 

(午後は予約悪者のみ) 午後 鈴木 浩二 

沢登‾寅雄 山田亮太 

瀧島 勲 

腎臓・膠原病 内科 午前 午後 ★秋山大一郎 秋山大一郎 

★緒方 亮ニ ★緒方 亮ニ 
秋山‾‾‾‾天一郎 

糖尿病・内分 
午前 

★新藤英夫 臆臆臆苅音吐音量窒臆臆臆 

中村 傑 

★新藤 英夫 ★中村 傑 ★苅部 豊彦 

泌内科 
午後 

新藤 英夫 新藤 英夫 新藤 英夫‾ 
苅部 豊彦 苅部 豊彦 苅部 豊彦 

消化器内科 

午前 
★雨宮 史武 ★門倉 信 ★雨宮 史武 ★門倉 信 ★田中 佳祐 
奥脇 徹也 山口 達也 依田 宏貴 雨宮 史武 竹中 厘美 
高橋 英 高岡 槙弥 

旦中書臆佳祐 奥脇徹也 安村箪生臆 門倉信 午後 安村 智生 
雨宮史武 竹中優美 

依田 宏貫 

糟神科 休診 休診 休診 休診 休診 

神経内科 
午前 富樫 慎治 富樫 慎治 富樫 慎治 冨樫 慎治 富樫 慎治 

神経内科医師 羽田 貫礼 中村 由紀 羽田 貴礼 名取 高広 
神経内科医師 神経内科医師 神経内科医師 

小児科 午前 
青山 香春 青山 香喜 伯書原 祥 青山 春雷 伯菅原 祥 

古本 雅宏 伯春原 祥 古本 雅宏 古本 雅宏 小田切 祐- 
小田切 祐- 小田切 祐- 小田切 祐- 沢登 恵美 

外科 

消化器外科 午前 
★千須和事直 ★若菜 弘幸 ★飯野 弥 ★角田 元 飯野 弥 

千須和寿直 ◇角田元 若菜弘幸 古谷元宏 

★福島 久貫 

呼吸器外科 午前 松岡 弘泰 松岡 弘泰 

乳腺外科 
午前 午後 

丸山 孝教 丸山 孝教 木村亜矢子 丸山 孝塾 

大腸肛門外科 午前 ★飯野 弥 飯野 弥 

整形外科 午前 予約外の方 

堀内 忠- 前川 慎吾 堀内 忠- 川崎 晋睦 前川 慎吾 
川崎 晋睦 中村 祐敬 ◇中村 祐敬 中村 祐敬 穴山 聡 
穴山 聡 

藤巻三太 ◇川崎晋睦 

◇前川 慎吾 藤巻 圭太 

紹介状が必要 紹介状が必要 紹介状が必要 紹介状が必要 紹介状が必要 
(初診も含む〉 人数制限あり 人数制限あり 人数制限あり 人数制限あり 人数制限あり 

午後 (予約愚者のみ) 

◇堀内 忠- 

◇前川慎吾 ◇川崎晋睦 ◇藤巻圭太 

◇堀内 忠- 

◇前川慎吾 ◇藤巻三太 

形成外科 午前 池上 みのり 池上 みのり 池上 みのり 池上 みのり 

脳神経外科 午前 ◇西山 義久 西山 義久 斎藤 総 西山 義久 斎藤 総 

皮膚科 午前 市川 健 市川l建 市川i健 市川 健 市川 健 

泌尿器科 午前 
★田邁 信明 田遁 信明 大塚秀康 田邁 信明 小室 三津夫 
小室 三津夫 ★小室 三津夫 ★古屋 良太 

★(小室・大塚・舌屋〉 (週により変動します〉 

★犬塚 秀康 

産婦人科 

婦人科 午前 平井 光男 平田 希 小川 恵吾 高木 司 休診 
産科5 午前 小川 恵吾 平井 光男 高木 司 平井 光男 平田 希 

産科6 午前 

産科7 午前 平田 希 高木 司 平田 話 小川 恵吾 交代制 

眼科 
午前 間渕 文彦 聞渕 文彦 

間渕文彦 ◇飯島裕幸 

間渕 文彦 

間渕文彦 ◇間渕文彦 午後 ◇間渕 文彦 ◇面河 文彦 

耳鼻咽喉科 午前 
★山本 卓典 ★黄 淳- ★古性 航 

交代制 
★黄 淳- 

◇古性 航 ◇山本 卓典 ◇黄 淳- ◇山本 卓典 

放射線診断科 画像診断 

午前 午後 

塚本 達明 塚本 達明 塚本 達明 安徳 論 塚本 達明 

安徳論 岡田大樹 

安徳 論 安徳 論 清水 辰哉 安徳 論 

塚本 達明 塚本‾達明‾ 塚本 達明 安徳 論 塚本 達暁‾ 
安徳 論 安徳 諭 安徳 論 中山 かおり 安徳 論 
荒木 拓次 今井松 電人 梅田 昌子 舟山 慧 

服射線治療科 治療 午前 ◇松田 正樹 く〉青木 真- ◇前畠 良康 
麻酔科 午前 非常勤医師 非常勤医師 非常勤医師 非常勤医師 非常勤医師 

歯科口腔外科 午前′一午後 〈◇金曜日は予約患者のみ午前診療) 新中 原史 新中 康史 新中 康史 新中 康史 ◇藤井英治 ◇新中康史 

中里 桂一郎 中里 桂一郎 中里 桂一郎 中里 桂一郎 ◇中里 桂一郎 

緩和ケア内科 午前一午後 
注う完全予 ー話でお問い合わ ◇辿巫喜一墓園臆書 下さい。) 約割です。(予約については、事前に 

4

〔注意〕外来受付時間は午前8 : 30̃1 1 : ○○ 午後の診療iざ’予約患者様のみ’’となっています。

ご紹介頂いた医師が診察できない場合は、他の医師が診察する場合がありますが、予めこ了承願います。
◇ :予約愚者のみ


