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新入局医師の紹介新入局医師の紹介

「いつまでも自分の足で歩きたい、
糖尿病の方へ」

  
　2020年4月1日付けで藤田医科大学ばんたね病院消化器外科学講座に配属になり
ました加藤宏之です。地元は愛知県瀬戸市出身ですが、本年3月までは三重大学肝胆
膵・移植外科に所属していました。以前より地元である愛知県に帰りたいという強い思
いがあり、今年度からばんたね病院でお世話になることになりました。専門は肝胆膵
外科ですが、日本外科学会専門医・指導医、日本消化器外科学会専門医・指導医、日本
消化器病学会専門医、日本救急医学会専門医、日本胆道学会認定指導医、日本膵臓学
会認定指導医など専門医は多数有しておりますので肝胆膵外科のみならず、一般外
科や救急医療においても、ばんたね病院の発展に貢献できればと考えています。また
2011年から3年間UCLA Dumont Transplant Centerというところで肝移植に関
する基礎研究に従事していた経験を生かし、学術面や医学教育（特に医学生の教育）
にも深く携わっていければと思います。まだ着任したばかりでご迷惑をおかけするこ
ともあるかと存じますが、今後とも何卒よろしくお願いいたします。

　糖尿病のある方は、傷ができても気付きにくく、傷が治りにくくなることがあります。小さな傷でも放置して
いると危険です。傷が悪化し「壊疽」という状態になると、足を切断する可能性があるからです。
　糖尿病のある方の足を守るために、「看護師足ケア外来」のスタッフは、足湯をした後に、傷ができていないか、
タコはないか、水虫はないかなどを観察します。足の爪を切ることが難しい方には爪切りを、タコがある方には
タコ削りを、水虫で爪が厚くなっている方には爪削りをと、その方に必要なケアを行っています。

「看護師足ケア外来」の受診を希望される方は、内分泌内科・外科・循環器内科医師にご相談ください。

糖尿病の方で
タコや水虫で
お困りではないですか？
爪切りやタコ削りを行います。糖尿病の
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検索ばんたね

加藤宏之先生

渡邉英一先生

　2020年4月に、本院よりばんたね病院に異動して参りました。不整脈治療を
専門にしております。高齢化とともに世界中で心房細動患者が増加しています。
心房細動は血栓症や心不全を合併することが多く、予後不良な不整脈であるた
め早期の診断と治療が必要です。当院では7月より、私とともに、不整脈専門医
資格をもつ祖父江嘉洋准教授とカテーテルアブレーションを始めました。心房細
動による胸部症状がある場合や、心房細動と心不全を合併した患者さんなどに
は、カテーテルアブレーション治療が有用で、症状の軽減や心不全入院の回数が
減るなどの効果があります。今後、不整脈治療でお悩みの患者さんのご紹介や
ご相談を頂けますと幸甚に存じます。

　2020年4月に、本院よりばんたね病院に異動して参りました。不整脈治療を
不整脈カテーテルアブレーション治療を始めました

　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：肝胆膵外科　■外来日：木曜日外科・小児外科

■専門分野：不整脈、心不全　■外来日：月曜日循環器内科

■専門分野：循環器内科　■外来日：木曜日臨床検査科

石井潤一先生

日時： 毎週水曜日

場所： 看護外来（救急外来受付隣）

対象： 当院通院中の糖尿病のある方

費用：

9：00～11：30
毎週金曜日 13：00～16：00
1回30分　予約制

看護師足ケア外来

潰瘍・壊疽 切断

糖尿病による
下肢切断のリスク
高血糖の状態が
長く続くと…

1回510円（3割負担）　月1回まで



ばんたね病院健診のご案内 内臓脂肪検診のご案内

肥満が気になる方へ

内臓脂肪CTを行うと以下の結果が得られます。

内臓脂肪面積が100㎠を越えると
内臓脂肪型肥満といわれています。

皮下脂肪（青） 内臓脂肪（赤）

当院では「ばんたね検診」として、内臓脂肪CTを行っていますので、
実施してみませんか。
費用は3,000円（税別）です。
ご希望の方は、お気軽に主治医にお申し出ください。

肥満は、「内臓脂肪型」と「皮下脂肪型」に分けられます。
特に「内臓脂肪型肥満」は、血中脂肪濃度が上昇しやすく、動脈硬化を
すすめて、「心筋梗塞」や「脳卒中」のリスクが高まるといわれています。

ばんたね検診 のご案内

全脂肪面積

内臓脂肪面積

皮下脂肪面積

内臓脂肪/皮下脂肪面積比
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CT撮影画像 内臓脂肪測定画像 測定結果

内臓脂肪CT検査は、おへその高さの断面を撮影し、内臓脂肪と皮下脂肪の
面積を計測する検査です。検査に要する時間は5分から10分程度です。

健診当日の持ち物 今後の総合健診科の
取り組み
当院では年に一度の
検診受診を推奨してい
ます。ご予約はお電話
（052-323-5944）で
承ります。ご家族・ご友人
お誘い合わせの上、ぜひ
お問い合わせください。

●保険証（医療証）
●特定健診受診券
●診察券
●問診票（事前にお渡ししている場合）
●返信用封筒にかかる切手代（書留希望の場合）

当院では、病気の早期発見と予防のため各種健康診断を行っています。がんの早期発見に力を
入れており、最新の検査機器を使用し名古屋市が実施する各種がん検診、特定健診だけでなく、
豊富なオプション検診（ばんたね検診）を実施する事が可能です。
検診で精密検査が必要となった方は、大学病院の特長を活かし、専門的な医療で安心して検査
を受けていただく事が出来ます。

●特定健康診査
●名古屋市がん検診
　（胃がん検診・大腸がん検診・肺がん検診・子宮がん検診・乳がん検診・前立腺がん検診）
　（C型B型肝炎検診・骨粗しょう症検診）
●ばんたね検診
　（消化器がん検診（血液）・乳がん検診（エコー）・下肢動脈硬化検診・心臓検診・甲状腺検診・
　リウマチ因子検診・肝臓検診（生化）（肝炎）・腎尿路検診）
※詳しくは予約申込み時にご確認ください。

申込み方法

普通郵便にて健診結果を郵送致します。※約2週間～3週間程かかります。健診結果

当日、予約時間までに健診受付にお越しください。健診当日

ご予約はお電話で（TEL:052-323-5944）
受付時間：月～金曜日/8：45～16：30　土曜日/8：45～12：00
【大腸がん検診申込みの方】
健診日の1週間～3日前までに便容器を取りにきて頂きます。
受取り時間：月～金曜日/8：30～17：00　土曜日/8：30～12：30　受取り場所：1階　外来受付窓口

予約
申込み

オペレータより申込み内容を確認し、
ご案内致します。

はじめに

健診項目
内容

●生活保護受給者証明書　●市民税非課税確認書　●無料クーポン券
●介護保険料納入通知書、介護保険料額決定通知書、特別徴収額通知書

該当する方は以下も併せてご持参ください。

要精査の場合は、減量外来（ばんたね病院外科）へご相談ください。
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「いつまでも自分の足で歩きたい、
糖尿病の方へ」

  
　2020年4月1日付けで藤田医科大学ばんたね病院消化器外科学講座に配属になり
ました加藤宏之です。地元は愛知県瀬戸市出身ですが、本年3月までは三重大学肝胆
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する基礎研究に従事していた経験を生かし、学術面や医学教育（特に医学生の教育）
にも深く携わっていければと思います。まだ着任したばかりでご迷惑をおかけするこ
ともあるかと存じますが、今後とも何卒よろしくお願いいたします。

　糖尿病のある方は、傷ができても気付きにくく、傷が治りにくくなることがあります。小さな傷でも放置して
いると危険です。傷が悪化し「壊疽」という状態になると、足を切断する可能性があるからです。
　糖尿病のある方の足を守るために、「看護師足ケア外来」のスタッフは、足湯をした後に、傷ができていないか、
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「看護師足ケア外来」の受診を希望される方は、内分泌内科・外科・循環器内科医師にご相談ください。
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検索ばんたね

加藤宏之先生

渡邉英一先生

　2020年4月に、本院よりばんたね病院に異動して参りました。不整脈治療を
専門にしております。高齢化とともに世界中で心房細動患者が増加しています。
心房細動は血栓症や心不全を合併することが多く、予後不良な不整脈であるた
め早期の診断と治療が必要です。当院では7月より、私とともに、不整脈専門医
資格をもつ祖父江嘉洋准教授とカテーテルアブレーションを始めました。心房細
動による胸部症状がある場合や、心房細動と心不全を合併した患者さんなどに
は、カテーテルアブレーション治療が有用で、症状の軽減や心不全入院の回数が
減るなどの効果があります。今後、不整脈治療でお悩みの患者さんのご紹介や
ご相談を頂けますと幸甚に存じます。

　2020年4月に、本院よりばんたね病院に異動して参りました。不整脈治療を
不整脈カテーテルアブレーション治療を始めました

　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。
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石井潤一先生

日時： 毎週水曜日

場所： 看護外来（救急外来受付隣）

対象： 当院通院中の糖尿病のある方

費用：

9：00～11：30
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1回30分　予約制
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潰瘍・壊疽 切断
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長く続くと…

1回510円（3割負担）　月1回まで


