
基本理念「いのちに光を、 l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。

院長就任あ
新緑の候、各医療機関の皆様I三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のご理解とご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。

4月1目付けをもちまして市立甲府病院の院長を拝命いたしました。もとより微力ではございますが、専心努力い

たす所存でございますので、よろしくお願いいたします。就任にあたり一言挨拶をさせていただきます。

昨年度は新型コロナウイルスに振り回された1年でした。各医療機関の皆様におかれましても大変ご苦労された

ことと思います。このような中、待望の新型コロナウイルスのワクチン接種が始まりました。しかし接種の終了に

は期間がかかること、ウイルス変異株の出現、緊急事態宣言の解除後の患者数の増加傾向などまだまだ気が抜iナな

い状況です。引き続き気を引き締めて新型コロナウイルス対応にあたらなiナればならないと思います。

さて、地域医榛連携の推進ですが、こちらも新型コロナウイルス感染の影響で、診療所への

訪問や地域医師会の先生方との意見交換会などが思うように行うことが出来ない状況iこなって

います。このような状況のなかで、この地域医療連携だより、ホームぺ-ジ等を通じて当院の

(各診療科情報や医療技術情報などの情報発信を今まで以上iこ強化し、地域の先生方との連携を

図っていきたいと思います。

今後も当院としましては、新型コロナ対策はもとより、地域の中核病院として、各医療機関

の皆様との密接な連携を保ち、地域医療の充実Iこ努めてまいりたいと思いますので、引き続き

ご理解とご協力をお願いいたします。

地域医療支援
就任あいさ

院 長

田違信明

今年度、地域医榛支援室長を拝命しました消化器内科の雨宮史武です。

地域の先生方におかれましては常日頃から当院の地域医療連携にご協力いただき

ありがとうございます。昨年度はとにかくコロナウイルスに振り回された1年で、通常行って

いた診療所訪問や地域医療勉強会も開催でさすに先生方と満足な情報交換が行えませんでし

た。今年度は先生方のご迷惑にならない範囲で訪問等も再開していきたいと考えており、また

勉強会もz○○m等で開催できるように画策しております。当院では4月より一部の科の人員

が減少、コロナウイルス関連の業務(PCR検査、ワクチン接種)の増加、また地域がん診療連

携拠点病院から外れてしまうなど、とりまく環境は非常Iこ厳しくなっておりますが今後も先生

方と連携し地域の皆様によりよい医療を提供できるよう努力して<所存です。

市立甲府病院
地域医療支援室地域医療連携係

地域医猿支援室長

雨宮 史武

〒400-0832 山梨県甲府市増坪町366番地

丁巨」 O5与-244鵜1111 (内線) 2211

FAX O与5鵜220-之660



学校検尿の「超音波検査のみ」を当院へ依頼される場合
いつも大変お世話になっております。

学校検尿の「超音波検査のみ」を当院へ依頼される場合、こちらの理解不足があり、エコー検査以外の検査

も実施する場合もあり、ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。そのため2020年に当院での対応手順

を見直しました。

誠に勝手ながら 当院、地域医療支援室地域医療連携係へFAX (055-220-2660)にてご依頼ください。

FAX依頼用紙にてご依頼いただければ、予約目時を当院からFAXで返信致します。 (エコー検査は平目の午

前中に実施します。希望日がありましたらご記入ください。) FAX依頼用紙は地域医療支援室地域医療連携係

にご請求いただければ郵送します。

当院受診日はエコー検査後、報告書と返書を家族に渡して貴院に届けていただきます。

もし(腫瘍が発見されるなど)重大な結果がありましたら、電話連絡するなど適宜対応

致します。

貴院にて総合的な説明と学校への連絡票の記載をお願いします。

なお、 (検査のみではなく)通常の紹介は従来通り、当院の「診療予約申込書(FAX

申込書)」または電話予約にてご予約ください。ご不明な点は遠慮なくお問い合わせくだ

さい。 小児科伯害原祥

かがりつけ医からの「学校検尿腎"尿路系超音波検査」の流れ

診療情報提供書(FAX依頼書)

(学校検尿の腎尿路超音波検査依頼書)

市立甲府病院 医療機関名

小児科 担当医 苑 所在地

地域医療支援室 宛 医師名

FAX O55臆220臆2660 屯話番号

FAX

男 女 ( 戴)

屯∴話 ( )

当院受診歴∴無 不明・有 (lD番号 ) (←分かりましたらご記入ください。)

節介日的:腰部超音波 腎尿路系のスクリーニング

患者の病状。その他のご依頼事項。

1血尿 2∴蛋白尿 3 膜尿∴∴4 腎機能低下 (該当するものに○してください。)

疑われる疾患があれば記載も願いします。

‾

無症候軸尿醐炎醐する軌○を’〕

枠内はもれなくご記入ください。

当院受診廣ある患者きまで診察券番号がわかりましたら記入してください。

この診庶情報展供畜(FAX依頼書)により受付します。 (部舌での受付はしておりません。)

予約日時が確定したら予的接を「AX送信します。 「市立甲府病院惨票・験査予約禦」とその他の質

料などありましたら患者さまiこお渡しください。

17時近くは予約に時間がかかり、翌珍魚日になることがあります。

当日の受診・検査予約は承っておりません。

地域医療支鰻重重語 055-244「1111内鯖22=

F∧X O55-220-2680

FAX予約受付時間 月曜一金曜(土日祝日を除く)

8 30-・12 30 13 30一-I7 00

診療情報提供書(FAX依頼書)

(学校検尿の腎尿路超音波検査依頼書)

争



轡の 新任医師紹介 の

循環器内科

蜜藤畢生

耳鼻咽喉科

堀内辰也

鼻

脳神経外科

村瀬遼太

消化器内科

森 侵害

整形外科

小野秀隆

循環器内科に赴任いたしました脅藤幸生です。お隣

の石和町出身で、山梨医科大学卒業後、 3年目に1年

間当院で勉強させていただき、 20年ぶ男こ戻ってま

いりました。その間、加納岩病院、茅ヶ崎市立病院で

勤務後、 17年ほど山梨大学附属病院で虚血性心疾患

をメインに診療にあたっておりました。ここ数年は不

整脈診療にも足を踏み入れることとなり、ペースメー

カー治療、心臓再同期療法などにも従事してまいりま

した。自分が培ってきた経験を生かすとともに、日々

進歩する医療を遅れずに提供できるよう、他科の先生

方、地域の先生方とも連携して取り組んでいきたいと

考えております。どうぞよろしくお願いいたします。

耳鼻咽喉科に赴任いたしました
堀内辰也と申します。出身は茨木県

の目立市で、山梨大学医学部を卒業

し同大附属病院耳鼻咽喉科に入局し

ました。卒後6年目、耳鼻科4年目

となります。まだまだ勉強中の身で

はありますが、皆様と協力して地域

医療に貢献できるように日々精進し

てまいりますので、何卒よろしくお

願い申し上げます。

脳神経外科に赴任いたしました村瀬遼太

と申します。埼玉県出身で、山梨大学医学

部卒業後、沼津市立病院で1年、山梨大学

医学部附属病院で1年初期研修を修了後、
山梨大学医学部附属病院脳神経外科に入局

いたしました。卒業4年目、脳神経外科2

年目のまだまだ研鎖を積んでいる最中の身

ではありますが、少しでも地域医療に貢献

できるように尽力して参ります。何卒よろ

しくお願い申し上げます。

消化器内科に赴任いたしました
森優書と申します。山梨大学を卒業

後、同大附属病院消化器内科に入居

し、本年3月まで1年間勤務してお
りました。まだまだ未熟で至らない

点は多々ありますが、 -人一人の患

者様に寄り添う丁寧な診療を心がげ、

少しでも地域医療に貴就できるよう

日々精進してまいります。何卒よろ

しくお願い申し上げます。

初めまして。市立甲府病院整形外科の

小野秀隆と申します。出身は東京で、

山梨大学医学部を卒業後、市立甲府病

院での2年間の研修生活を経て、今年

4月から整形外科に就職いたしました。

学生の頃から地域医療に携わりたいと

考えていましたので、こちらに就職す

ることを決断致しました。少しでも患

者様のニーズに添えるような医療を行

うよう心がけて参りますので、末永く

宜しくお願い致します。

小堀科に赴任いたしまし

た中西太と申します。愛知
県出身で長崎大学を卒業後、

名古屋市立西部医療セン
ター、静岡県立こども病院
(沼津市立病院)などでの勤

務を経て卒後6年目になり

ます。こどもたちが安心で
きるような医療を心がけて
精進してまいります。ご迷

惑をおかけすることも多々

あると思いますが、ご指導
よろしくお願い致します。

循環器内科に赴任しました猪股大智と申しま

す。富士吉田市出身で山梨大学医学部を卒業後

は山梨県立中央病院で初期研修を行いました。

その後、山梨大学医学部附属病院第二内科に入

居し、循環器内科仁2年目は山梨県立中央病院

で勤務し、 3年目は大学で勤務しておりました。

まだまだ勉強中の身であり、ご迷惑をかけるこ

とも多々あると思いますが、地域連携に貢献で

きるよう日々精進させていただきます。今後と

もよろしくお願いいたします。

今年度より外科に就任しました肥田樹

です。山梨大学医学部附属病院で初期

研修後に、山梨大学医学部第一外科に

入局し1年間同病院に所属後市立甲府

病院外科に就任となりました。未熟で

ありご迷惑をおかけすることがありま

すが地域医療等に貢献できるよう研鎖

していきます。なにとぞよろしくお願

いいたします。

神経内科に赴任いたしました渡邁翼と

申します。山梨県都留市出身で、山梨大

学医学部を卒業後、当院で2年間の初期

研修を終了し、山梨大学医学部附属病院

神経内科に入局いたしました。卒業後4

年目、入局2年目になります。急性期か

ら慢性疾患まで幅広く丁寧かつ緩急のあ

る診療を目指し、少しでも地域医療に貢

献できるよう日々精進したいと思います。

何卒宜しくお願い致します。

このたび呼吸器内科に赴任いたしました佐藤

幸と申します。山梨県出身で、山梨大学医学

部を卒業後、横浜医療センターで1年間と山

梨大学附属病院で1年間それぞれ初期研修を

行った後、山梨大学医学部附属病院第二内科

に入局いたしました。まだまだ勉強中の身で

はありますが、患者様のため、地域医療のた

めに少しでもカになれるように日々精進して

いく所存です。ご迷惑をおかけしてしまうこ

ともあると思いますが、何卒よろしくお願い
します。

小児科

中西 太

亀薗審

循環器内科

猪股大智

外科

肥田 樹

○○

神経内科

渡邁 翼

呼吸器内科

佐藤 幸



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、★ の医師が担当しますのでご確認をお願いします。 令和3年5月1日 現在 

診療科(担当部門) 
年前 

月 ;火∴ 水 木 金 午後 

内科 (午後は予約悪者のみ) 

総合内科 
午前 ★岩崎 康- ★岩崎 康一 ★岩崎 康一 ★岩崎 康- ★前田 宜包 

午後 
河埜 功 河埜 功 岩崎 康一 

呼吸器内科 

午前 
★小澤 克良 ★大木 善之助 ★小澤 克良 ★井上 修 ★菱山 千祐 
大木 善之助 菱山 千祐 

大木善之助 樋田和弘 大木善之助 樋田和弘 

午後 

大木 善之助 小澤 克良 小澤 克良 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 大越広貴 大越広貴 佐藤宰 

循環器内科 
午前 

★斉藤 幸生 ★瀧島 勲 ★沢登 貴雄 ★鈴木 浩二 ★猪股 大智 
猪股 大智 沢登 貴雄 沢登 貴雄 

午後 鈴木 浩二 

沢登貴雄 斉藤幸生 

瀧島 勲 

腎臓・膠原病 内科 

午前 ★秋山 大一郎 ★緒方 亮ニ ★緒方 亮ニ 
午後 秋山 大一郎 秋山 大一郎 

糖尿病・内分 泌内科 

午前 
★新藤英夫 苅部豊彦 

★新藤 英夫 ★中村 傑 ★苅部 豊彦 

午後 
新藤 英夫 中村 傑 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 
森 優喜 山口 達也 依田 宏貴 雨宮 史武 竹中 優美 
高橋 英 高岡 慎弥 田中 佳祐 安村 智生 

午後 安村 智生 
雨宮史武 竹中優美 

森 優喜 門倉 信 依田 宏貴 

鰭神科 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 富樫 慎治 富樫 慎治 

渡達 翼 

羽田貴礼 渡選翼 

中村 由紀 渡達 翼 

名取高広 渡達翼 

小児科 午前 
三三 日 香毒 三三 日 

天童 
≡主三 日 

末吉 

青山香喜 古本雅宏 伯春原祥 小田切祐一 〇二二) 古本雅宏 E∃lここコ 伯春原祥 Eヨーニ=i 伯春原祥 

中西 太 小田切 祐一 古本 雅宏 中西 太 沢登 恵美 

外科 

消化器外科 午前 
★千須和寿直 ★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 ★福島 久貴 

呼吸器外科 午前 松岡 弘泰 松岡 弘泰 

乳腺外科 
午前 丸山 孝教 丸山 孝教 丸山 孝教 中山 裕子 
午後 

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 忠一 前川 慎吾 堀内 忠一 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 

藤巻圭太 ◇川崎晋睦 

◇前川 慎吾 藤巻 圭太 

ノ紹介状が必要) 紹介躾が必要 紹介状耕麟要 ∴紹介状が必要: 紹介状が必要 
(初診も含む) )人類細腰あり⊃ 人数制限あ鰭ノ 人数制限あり 人数制隈あり 人数制限轟鞍 

午後 (予約患者のみ) 

◇堀内 忠- 

◇前川慎吾 ◇川崎晋睦 ◇藤巻圭太 

◇堀内 忠- 

◇前川慎吾 ◇藤巻圭太 

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 村瀬 遼太 西山 義久 村瀬 遼太 
皮膚科 午前 市川 健 市川 健 市川 健 市川 健 市川 健 

泌尿器科 午前 
小室 三津夫 田遷 信明 犬塚秀康 田違 信明 小室 三津夫 
★交代制 ★小室 三津夫 ★古屋 良太 ★交代制 ★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 希 小川 恵吾 交代制 

眼科 
午前 間渕 文彦 間渕 文彦 間渕 文彦 間渕 文彦 間渕 文彦 
午後 ◇間渕 文彦 ◇飯島 裕幸 ◇間渕 文彦 ◇間渕 文彦 

耳鼻咽喉科 午前 
★山本 卓典 ★黄 淳- ★堀内 辰也 

交代制 
★黄 淳一 

◇堀内 辰也 ◇山本 卓典 ◇黄 淳- ◇山本 卓典 

放射線診断科 画像診断 

午前 
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 鈴木 達也 安徳 論 

午後 

塚本 達明 塚本 達明 塚本 達明 安徳 論 塚本 達明 
安徳 論 安徳 諭 安徳 論 光田 浩二 安徳 論 
荒木 拓次 中山 かおり 梅田 貴子 渡遷 千嘉 

放射線治療科 治療 午前 ◇秋田 知子 ◇青木 真- ◇松田 正樹 
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′-午後 (◇金曜日は予約患者のみ午前診療) 新中 康史 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…午後 ◇小林 薫 
注)完全予約制です。(予約に ついては、事前に電話でお問い合わせ下さい。) 

〔注意〕外来受付時間は午前8:30-11:○○ 午後の診- 療は’’予約患者様のみ’’となっています。 
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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。
◇ :予約患者のみ


