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4月より赴任致しました渡邉英一と申
します。循環器の中でも不整脈、心不全
を専門としております。心房細動カテー
テルアブレーションやペースメーカー植
込みを通して地域医療に貢献致したく、
どうぞよろしくお願い申し上げます。

●専門分野：不整脈、心不全
●外来日：月曜日

教授渡邉 英一

2020年4月より藤田医科大学ばんたね病院でお世
話になることとなりました。市立四日市病院で9年間、
名古屋大学附属病院で16年間の勤務を経て、赴任と
なりました。その間、一貫して虚血性心疾患、冠動脈イ
ンターベンションを中心として臨床・研究を行ってま
いりました。当地区の医療並びに学生教育に力を注ぐ
所存でございます。何卒よろしくお願いいたします。

●専門分野：循環器内科(特に虚血性心疾患)
●外来日：7月まで火曜日午後、
　　　　　8月より水曜日午前、木曜日午前

准教授石井 秀樹

循環器内科

循環器一般および不整脈を中心に診
療をおこなっております。胸部不快、動
悸、意識消失など少しでも循環器疾患
が疑われる患者様がいらっしゃいまし
たら、気軽にご紹介いただければ幸い
です。

●専門分野：循環器内科一般・不整脈
●外来日：7月まで水曜日
　　　　   8月より火曜日、水曜日

准教授祖父江 嘉洋

4月よりばんたね病院循環器内科に赴
任しました工藤信隆と申します。少しでも
地域の皆様のお力になれたら幸いでござ
います。よろしくお願いいたします。

●専門分野：循環器内科一般
●外来日：第3週目を除く土曜日

助教工藤 信隆

新型コロナウイルス感染症の災禍で大変困難な毎日のことと拝察いたします。
ばんたね病院は２月末から接触者・発熱外来を開設させていただいていますが、感染対策チームを中心に病
院職員一丸となり、徹底した院内感染防止により、通常の診療を続けさせていただいています。今後も、新型
コロナウイルス感染症対策として、PCR検査、抗体検査などを導入し、藤田医科大学病院群として、社会、そして
地域に貢献できるよう努力していく所存です。
４月から虚血性心疾患に対するカテーテル治療、および不整脈治療の主流であるアブレーション治療を専門と
する教授１名、准教授２名、講師1名が、ばんたね病院常勤医として活躍しています。
今後も、ばんたね病院は地域の診療所、クリニック、病院と密接な顔の見える連携をとり、地域医療連携ネット

ワークによる急性期病院としての地域完結型医療を推進していきます。ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。 病院長堀口 明彦

30年にわたり本院に勤務しておりまし
たが、この度、4月よりばんたね病院に異
動して参りました。検体検査と生理検査
のリーダーをしています。循環器診療に
従事し、患者様の身になった医療の提供
を心がけています。

●専門分野：循環器内科
●外来日：木曜日

教授石井 潤一

臨床検査科

新任医師の御紹介

病院長あいさつ
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４月より赴任いたしました腎臓内科の
北川と申します。今年度より腎臓内科の
外来が週3回に増えましたので、腎臓で
お困りのことがありましたら気軽にご
依頼いただければと思います。よろしく
お願いいたします。

●専門分野：腎臓内科
●外来日：火曜日

講師北川 章充

4月より藤田医科大学ばんたね病院の
腎臓内科に赴任いたしました吉田浩之と
申します。
至らない点もあると思いますが地域
医療に貢献できるように努力していきま
す。何卒よろしくお願いいたします。

●専門分野：腎臓内科
●外来日：木曜日

助教吉田 浩之

腎臓内科

2020年4月より藤田医科大学ばんたね
病院の小児科で勤務しております、奥村
早希と申します。地域のみなさまのお力
になれるよう日々努力して参ります。ご
指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げ
ます。

●専門分野：小児科
●外来日：金曜日

助教奥村 早希

2020年4月から、勤務しております。
日本消化器外科学会専門医で、一般消
化器外科を担当し、なかでも肝胆膵外科
に関しては、UCLA留学を生かし数多く
の論文を手掛けています。一般外科手術
から高難度手術まで幅広く対応していき
たいと考えていますので、よろしくお願
いいたします。

●専門分野：肝胆膵外科
●外来日：木曜日

講師加藤 宏之

小児科 外科・小児外科

4月よりばんたね病院に赴任しました
坂野文彦と申します。地域医療に少しで
も貢献できるように自己研鑽していく所
存でございます。至らない点もあるかと
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。

●専門分野：脳神経内科
●外来日：水曜日

助教坂野 文彦

脳神経内科

今年度よりばんたね病院形成外科に
赴任いたしました。地域の先生方と密接
な協力体制を築くことを通じて、地域医
療に貢献していけるよう努力させていた
だきたく存じます。何卒よろしくお願い
申し上げます。

●専門分野：形成外科
●外来日：火、木、土曜日

助手尾碕 忍

2020年4月より赴任いたしました、
佐々木と申します。地域医療を支える開
業医の先生方にご協力いただきながら、
私自身も微力ではありますが地域医療
をより良いものにできるよう邁進致しま
す。何卒よろしくお願い申し上げます。

●専門分野：脳神経外科
●外来日：不定期

助手佐々木 建人

形成外科 脳神経外科
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今年度4月より藤田医科大学ばんたね
病院整形外科で勤務することとなりまし
た三宅と申します。
整形外科医の道を選んでからまだ日
は浅いですが、地域に貢献できるように
精進致します。今後とも何卒よろしくお
願い致します。

●専門分野：整形外科一般
●外来日：木、土曜日

助手三宅 惣太

今年度からばんたね病院整形外科で
お世話になっております平野と申しま
す。開業医の先生方あってこその総合病
院だと思っております。外傷患者様など
ご紹介していただければ加療後に逆紹
介させていただきますので、今後ともよ
ろしくお願い申し上げます。

●専門分野：整形外科一般
●外来日：火曜日、金曜日

助手平野 耀

整形外科

本年度よりばんたね病院皮膚科へ赴
任いたしました。地域医療に少しでも貢
献できるよう日々精進して参ります。ま
だまだ至らない点も多々あるかと存じま
すが、今後とも何卒よろしくお願い申し
上げます。

●専門分野：皮膚科一般
●外来日：月から土曜日

助教前田 珠希

4月より当院に着任いたしました、
南 洋佑と申します。
名大附属病院で半年間の研修後、こち
らに戻ってまいりました。
微力ながら地域医療に貢献できるよ
う精進いたしますので、ご指導よろしく
お願い申し上げます。

●専門分野：産婦人科
●外来日：月曜日

助教南 洋佑

皮膚科 産婦人科

藤田医科大学ばんたね病院耳鼻咽喉
科に入局させていただきました倉田耀介
と申します。まだまだ至らない点も多
く、開業医の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
ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。

●専門分野：耳鼻咽喉科
●外来日：金曜日

助手倉田 耀介

４月より藤田医科大学ばんたね病院の
耳鼻咽喉科に勤務しております。
至らない点が多々ありますが、少しで
も地域の皆様に貢献できるよう日々精
進致しますので、何卒よろしくお願い申
し上げます。

●専門分野：耳鼻咽喉科
●外来日：水、木曜日

助手金子 政道

耳鼻咽喉科

2020年4月1日より赴任致しました
鷹津と申します。1年間限定の勤務とは
なりますが、ペインクリニック、臨床麻酔
共に地域医療に貢献できるよう、微力な
がら尽力させて頂きます。よろしくお願
いいたします。

●専門分野：麻酔科、ペインクリニック
●外来日：水曜日

助手鷹津 冬麿

麻酔科

4月より藤田医科大学ばんたね病院に
赴任いたしました。これまでは主に回復
期リハビリに従事していたため不慣れで
はありますが、地域の中でのリハビリに
取り組んでまいりますので、よろしくお
願いいたします。

●専門分野：リハビリテーション科
●外来日：月、火、水、金、土曜日

助教舟橋 怜佑

リハビリテーション科
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インターネット予約システム（24時間受付対応）

放射線科より

診療予約・検査予約 (CT / MRI / 胃カメラ / エコー等 )について、WEB上で空き状況の確認と予約
手続きができます。利用を希望される場合は、医療機関毎のログインID・パスワードを発行いたしま
すので、地域医療連携センターまでご連絡ください。

藤田医科大学ばんたね病院
に赴任いたしました竹中章倫と
申します。愛知県大府市の国立
長寿医療研究センターで2年間
勤務した後、同大学病院に戻っ
てきました。臨床業務の傍ら、
同センターで認知症のMRIや
PETの画像研究も行っていまし
た。まだまだ発展途上の分野で
すが、地域医療に貢献できるよ
う、日々精進してまいりたいと
思っております。ご指導ご鞭撻
のほど宜しくお願い致します。

●専門分野：
　放射線診断、核医学

助教竹中 章倫

藤田医科大学出身、11年目
の放射線科医です。大学では
婦人科腫瘍、MRIを専門にし
ておりました。ばんたね病院
ではきれいな画像とわかりや
すい読影レポートを提供でき
るよう心がけて診療にあたっ
ています。地域医療連携にて
CTやMRI検査の予約を承っ
ていますので、フォローアップ
や精査など画像検査が必要
な際はぜひご依頼ください。●専門分野：

　婦人科腫瘍、MRI

講師植田 高弘

日頃より病診連携登録医の先生方には多大なご指導、ご支援を賜りまして心よ
り御礼申し上げます。４月より、第1教育病院と兼務でばんたね病院の放射線部長
に就任いたしました外山宏でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
当院ではMRI・CTを2台ずつ所持しておりご予約の出来る検査枠を豊富に設け

ております。当科常勤の放射線診断専門医・放射線科専門医の植田講師・竹中医師
が検査後速やかに報告書を作成いたしますので、タイムリーに診療にお役立て頂
くことができるかと存じます。専用の予約枠以外の時間帯も柔軟に対応させて頂
きますので、是非当院地域医療連携センターまでご連絡ください。
益々のご利用をお待ち申し上げております。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろ

しくお願い申し上げます。 教授外山 宏

CT検査 MRI検査
Achieva 1.5T A-series

MRI検査  医療連携予約枠
●平日（3枠）　10：10
　　　　　　　13：30・14：00

※左記以外の時間でも
柔軟に対応いたします
ので、ご相談ください。

80列 320列

CT検査  医療連携予約枠
●平日（4枠）　 9：30・10：30
　　　　　　　14：30・16：00
●土曜（1枠)　10：30

※左記以外の時間でも
柔軟に対応いたします
ので、ご相談ください。

http://www.fujita-hu.ac.jp/HOSPITAL2/
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循環器内科の紹介
藤田医科大学ばんたね病院

虚血性心疾患・不整脈の診療体制を強化しました
急性心筋梗塞をはじめとした急性冠症候群は、発症からPCIまでの時間
をこれまで以上に短縮するよう、努力いたします。安定狭心症については、
ただ狭ければPCIをやるという時代は終わりました。機能的検査なども含め、
適応を検討いたします。
また、下記のような新たな画像診断を駆使して、「危ないプラーク」の検出
を行い、患者さんの治療に対する意識付けを行えるように努力していきます。

虚血性心疾患

（ ）IVUS: :
血管内超音波 （ ）IB - IVUＳ：

病理組織に近似した色付けを行うIVUS

（ ）OCT:  
光干渉断層撮影法



カテーテルアブレーション

心房細動の電気的肺静脈隔離術

３次元カラーマッピングシステム 心房細動に対するカテーテルアブレーションと
抗不整脈薬の治療比較

●2020年7月より 頻脈性不整脈に対してカーテルアブレーションを開始いたします。
●心房粗細動、発作性上室頻拍、心室頻拍などの頻脈性不整脈に有効な治療法です。
●実施件数は世界中で増加傾向にあり、根治困難であった不整脈の治療に大きな役割を果たしています。

観察期間

カテーテルアブレーション

抗不整脈薬

洞
調
律
維
持（
％
）

 藤田医科大学ばんたね病院 地域医療連携センター
 TEL：052-323-5918/5927   FAX：052-323-5726

●専門分野：
　循環器内科一般・不整脈
●外来日：
　水曜日（2020年8月以降 火曜日あり）

准教授祖父江 嘉洋医師
●専門分野：
　不整脈・心不全
●外来日：月曜日

教授渡邉 英一医師
不整脈外来 月曜日：渡邉 英一　水曜日：祖父江 嘉洋 （それ以外の曜日も対応いたします。）


