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新任医師のご紹介

藤田医科大学ばんたね病院

循環器内科
2019年4月より藤田医科
大学ばんたね病院に勤務とな
りました医師8年目の伊藤丈
浩です。私は研修医時代より
ばんたね病院で経験を積み、
その後名古屋第二赤十字病
院で勤務後、今回3年ぶりに同
病院に戻ってきました。今後は
ばんたね病院で地域に根付い
た医療、エビデンスに遵守し
た医療を心がけ日々精進して
まいりたいと思います。宜しく
お願い致します。

内分泌内科
4月より藤田医科大学ばん

たね病院の内分泌内科で勤務
しております、中山と申しま
す。微力ながら、地域の皆様方
のお力になれたらと思ってお
ります。よろしくお願いいたし
ます。

小児科
４月より赴任いたしました
小児科の三宅未紗と申しま
す。至らない点もあると思い
ますが、少しでも地域医療に
貢献できるよう努力してい
きます。何卒ご指導ご鞭撻
のほどよろしくお願い申し上
げます。

4月よりばんたね病院に赴
任いたしました齋藤彩子と申
します。微力ではありますが
地域医療に貢献できるように
日々精進いたします。至らな
い点もありますが、ご指導・ご
鞭撻の程よろしくお願い申し
上げます。

●専門分野：循環器内科
●外来日：水曜日

伊藤 丈浩先生
●専門分野：内分泌内科
●外来日：木曜日

中山 将吾先生

●専門分野：小児科一般
●外来日：月・木曜日

三宅 未紗先生
●専門分野：小児科（アレルギー）
●外来日：火・金曜日

齋藤 彩子先生

　平素より当院との医療連携にご指導、ご支援を賜り誠にありがとうございます。

新任医師を迎え新たな診療体制になってから早4か月が経過致しました。益々ご紹介患者さんについて

連携させて頂く機会が多くなることと存じますが、何卒ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

藤田医療情報ネットワークとは

Point!

費用無料 別途機器
不要

●処方、検査結果(血液・尿)、検査オーダー、検査レポート、退院サマリー、
　アレルギー情報　等
●放射線画像（XP・CT・MRI）

閲覧可能な
内容

（画面イメージ）

2019年6月より公開項目が拡大され、「連携サマリ」「初診時・入院時記録」「外来初診記録」
「経過記録(SOAP)」「入院カルテ１号紙」「手術・検査・処置直後サマリ」を閲覧いただけるよう
になりました。 ※2019年6月以降分の情報のみ

インターネット回線を利用した

「診療情報閲覧システム」です。
当院にご紹介いただいた患者さんの
診療情報を閲覧することが可能です。
　導入ご希望の場合は地域医療連携センターまで是非
ご連絡ください。
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研修医腎臓内科
初めまして腎臓内科の横江

と申します。4月から腎臓内科
は3人体制となりました。より
地域医療に貢献できるよう、
日々精進したいと思います。
今後とも宜しくお願いします。

●専門分野：腎臓内科一般
●外来日：なし

横江 優貴先生

泌尿器科
本年度よりばんたね病院に
赴任いたしました。標準治療
を行うことを心がけており、そ
の為には地域医療機関の先生
方との協力が重要と考えてお
ります。ご指導を賜り、微力な
がらお力になれるよう日々の
診療に携わってまいります。

●専門分野：腎泌尿器外科
●外来日：火・水・土曜日

吉澤 篤彦先生

外科
今年度よりばんたね病院、
外科に赴任致しました。消化
器疾患を中心に地域の先生方
と協力体制を築き、微力なが
ら地域医療に貢献していける
よう努力して参ります。何卒よ
ろしくお願い申し上げます。

●専門分野：外科
●外来日：火曜日

越智 隆之先生

形成外科
今年度4月より、ばんたね
病院形成外科に赴任いたしま
した。形成外科医の道を選ん
でまだ日が浅いですが、患者
様にとって最適な医療を提供
できるように、精進してまいり
ます。よろしくお願い申し上
げます。

●専門分野：形成外科一般
●外来日：火・木・土曜日

前田 直希先生

2019年4月からばんたね
病院脳神経外科で勤務してお
ります。現在は手術室や病棟
をメインに診療を行っており
ます。地域医療に貢献し少し
でも患者さんの笑顔にご協力
できるよう尽力していきたい
と思っています。今後ともよろ
しくお願い致します。●専門分野：脳神経外科

●外来日：不定期

田中 里樹先生

4月より赴任いたしました、
脳神経外科の東口と申しま
す。地域の医療に貢献できる
よう邁進いたします。今後と
もどうぞよろしくお願いいた
します。

初めまして、この4月よ
りばんたね病院にて初期
研修をさせていただいて
おります永田大貴と申し
ます。まだまだ不慣れなこ
とが多く、先生方にはご迷
惑をおかけすることもあ
るかと存じますが、ご指導
ご鞭撻のほどよろしくお
願いいたします。

はじめまして。４月より
藤田医科大学ばんたね病
院で初期臨床研修をして
おります、湯浅智子と申し
ます。研修医の身で至ら
ぬ点ばかりでございます
が、日々精進してまいりま
す。ご指導ご鞭撻のほど、
よろしくお願い致します。

4月から研修医としてば
んたね病院に入職させて
いただいた林崇と申しま
す。まだまだ不慣れな事
ばかりで、先生方にはご迷
惑おかけしてしまうと思い
ますが、一生懸命がんばり
ますので、どうぞよろしく
お願いします。

初めまして、４月からばん
たね病院で初期研修医として
入職しました、宮城渉と申し
ます。多くの先生、スタッフに
ご迷惑をおかけしてしまうと
思いますが、地域の先生方と
共に患者様に寄り添った医療
を出来る様日々研鑽してまい
ります。何卒ご指導ご鞭撻の
程よろしくお願い致します。

今年の４月よりばんた
ね病院の研修医として入
職しました萩原聖也と申
します。まだまだ一般的な
手技や患者さんの接し方
等、不慣れな点は多くあり
ますが、日々精進して参り
ますので、ご指導のほどよ
ろしくお願いします。●専門分野：脳神経外科

●外来日：土曜日（不定期）

東口彩映子先生

永田 大貴先生 湯浅 智子先生

林 崇先生 宮城 渉先生

萩原 聖也先生

４月より豊明の本院での研
修の後ばんたね病院、耳鼻咽
喉科へ入局致しました鹿野と
申します。まだまだ至らない点
もありご迷惑をお掛けする事
もあるかもしれませんが何卒
宜しくお願い申し上げます。

●専門分野：耳鼻科医一般
●外来日：月・木曜日(隔週)

鹿野 和樹先生

昨年度まで小牧市民病院で
の初期研修を終え、今年度か
らばんたね病院耳鼻咽喉科へ
入局いたしました伊藤と申し
ます。まだまだ至らない点も
ありご迷惑をお掛けする事も
あるかもしれませんがご指
導・ご鞭撻の程宜しくお願い
申し上げます。●専門分野：耳鼻咽喉科一般

●外来日：火・木曜日(隔週)

伊藤 聡志先生

脳神経外科

耳鼻咽喉科
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