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　日頃より当院との医療連携に御指導、御支援を賜りまして誠にありがとうございます。昨年秋に当院は愛知県より地域医
療支援病院として承認されました。高水準の逆紹介率、紹介率の維持およびオープンベッドの運用等、日頃より先生方には
多大なご指導を賜り心より御礼申し上げます。本年3月に病院機能評価の更新審査を受けた際にも評価委員の先生から緊
密な医療連携や地域との関わりについて他病院のモデルになるような取り組みと、きわめて高い評価を頂きました。連携医
療機関の先生方からの温かい御指導の賜と心より御礼申し上げます。
　さて、今年はMRIの増設を予定しています。昨年増設した最新鋭超高速CTと併せて、迅速かつ正確な診断が一層可能に
なるものと考えております。従来からご好評を頂いておりますインターネットによる検査予約システムでMRIも予約可能と
なりますので、是非、先生方の診療にもご活用頂ければと願っております。
　4月から多くの診療科で医師を増員しました。地域住民の皆さんや地域医療機関の先生方のご期待に応えられる優秀な
スタッフを増やして参ります。先生方には今後も当院との円滑な医療連携にご指導、ご支援を何卒よろしくお願い申し上げます。

地域医療支援病院として機能強化が進んでいます

http://www.fujita-hu.ac.jp/HOSPITAL2/
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新任医師のご紹介
循環器内科

4月より循環器内科に専攻医として入局しまし
た、丹羽雄大と申します。まだまだ至らぬところ
も多々ありますが、日々精進し地域の皆様に貢
献できる医療を提供できるよう努力していきま
す。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：土曜日

初めまして、4月から坂文種報徳會病院に赴任しました
宮崎茜と申します。循環器内科医としてはまだまだ新米
ですが、少しでも開業医の先生方とばんたね病院の協力
体制に貢献していけるよう日々精進したいと思います。先
生方には何卒ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い致します。

●専門分野：循環器内科
●外来日：土曜日

呼吸器内科
2018年4月からばんたね病院呼吸器内科で勤
務しております。現在は教授外来で診療のお手
伝いをさせて頂いております。よりよき医療の推
進のために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：呼吸器内科
●外来日：なし

近隣医療機関の先生方のご期待に応えられる
ように精進し、地域の患者さまに寄り添った医療
を提供できるように努めてまいります。至らない
点もあると思いますが、何卒宜しくお願い申し
上げます。

●専門分野：呼吸器内科
●外来日：土曜日（2・4週）

4月より呼吸器内科学Ⅱに入局しました大野斉毅
と申します。少しでも地域医療に貢献できるよう
日々精進して参ります。至らぬ点も多々ござい
ますが何卒よろしくお願い申し上げます。

この4月より呼吸器内科学Ⅱに入局させて頂きま
した鬼頭雄亮と申します。まだまだ不慣れなこと
が多く、至らぬ点もあるかとは存じますが日々精
進して参ります。ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願
い致します。

●専門分野：呼吸器内科
●外来日：土曜日（1・5週（隔週））

丹羽 雄大先生 宮崎 茜先生

加藤 理恵子先生 加藤 研一先生

大野 斉毅先生
キヨ タカ

鬼頭 雄亮先生
●専門分野：呼吸器内科
●外来日：土曜日（3週）

B
a
n t

a n
e  N e t w o r

k

3 2号
ば ん た ね

　平素より当院の医療連携に御指導、御支援を頂き誠にありがとうございます。当医療連携室は事
務員5名体制で診療・検査予約、救急紹介患者の受付、医療機関様からの各種問い合わせの窓口を
担当しております。地域の医療機関様よりたくさんのご用命を頂けますよう丁寧で迅速な対応を常
に心掛けております。平日は19時まで土曜日は12時半まで受付を行っておりますのでなにかご不
明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。今後ともよろしくお願い申し上げます。

医療連携室
梶野 正明課長

　4月より看護師3名となり、入退院支援室へと名称変更しました。予定入院患者と面談し、安心
して入院生活が送れるように、入院の案内・療養中の各種相談・退院後の療養環境を確認し必要
に応じて専門職種と連携して対応しています。また、退院後も不安なく療養できるよう支援を行
います。地域関係機関の皆様には、患者さんの情報提供をお願いすることがあると思います。よ
ろしくお願いいたします。

入退院支援室
村上 ルリ子看護長

地域医療連携センターのご案内

尾頭橋虹の会（年12回）
地域の医療従事者に向けた研修会を月に1回
開催しております。

病診連携学術講演会（年1回）
今年度は平成30年9月1日（土）16：00～
サイプレスガーデンホテル（金山）を予定しております。

地域医療連携センター入口
お気軽にお尋ねください。

面談室 駐車場
タワー型と平面型の計107台ございます。

　4月より医療福祉相談室のソーシャルワーカーが３人から５人へ増員されました。地域包括シス
テムを支える上で、ソーシャルワーカーが担う役割は大きいと理解しています。退院後スムーズ
に在宅生活に移行できるよう、入院中から地域の医療機関の先生方と連携を密に取り、患者さん
が安心して在宅生活を長く続けることができるよう、より一層努力していきたいと考えておりま
す。今後もよろしくお願い致します。

医療福祉相談室
鋤柄 裕子副主任

平成30年4月より、
地域医療連携センター職員が
増員し前方連携から後方連携
まで地域の医療機関さまと円滑
で緊密な連携をとるべく体制を
強化いたしました。

地域医療連携センタースタッフ
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新任医師のご紹介

小児科
2年前から非常勤で小児腎臓外来を担当してい
ましたが、今年4月から常勤医師として着任しま
した。微力ではありますが地域医療に貢献でき
るよう努力してまいります。今後ともよろしくお
願い申し上げます。

●専門分野：小児科一般、小児腎臓病、夜尿症
●外来日：火・水・金曜日松本 祐嗣先生

今年度より、藤田保健衛生大学坂文種報德會病
院の小児科に赴任致しました、水谷公美と申しま
す。微力ながら、地域のお子さんやご家族の力に
なれたらと思います。若輩者ではありますが、ど
うぞ宜しくお願い申し上げます。　

●専門分野：小児科（アレルギー）
●外来日：月・火曜日（2・4週）水谷 公美先生

腎臓内科
4月より赴任いたしました腎臓内科の岡本と申し
ます。水曜日に外来診療を行っております。患者
様の検尿異常や腎機能障害でお困りの際に少し
でもお役立て出来れば幸いです。宜しくお願い
いたします。

●専門分野：腎疾患、透析
●外来日：水曜日岡本 直樹先生

尿蛋白、血清クレアチニン軽度高値など、先生方
がみられている慢性腎臓病患者の治療、投薬に
不安を感じておられませんでしょうか？腎機能に
合わせた内服調整もお引き受けしております。
お気軽にご相談いただければ幸いです。

●専門分野：腎臓内科、心療内科
●外来日：火曜日前川 道隆先生

消化器内科 内分泌内科
初めまして、消化器内科の舘野と申します。2013
年藤田卒、卒後は桑名東医療センターでの初期研
修、消化器内科後期研修を経て今年度より名古屋
に戻って参りました。未熟ではございますが今後名
古屋の医療に尽力させて頂きたいと思います。何
卒御指導御鞭撻のほどよろしくお願い致します。

●専門分野：消化器内科
●外来日：木曜日

舘野 晴彦先生

これまで3年間、シカゴ大学で甲状腺の研究を行
ってまいりました。この度、藤田学園に赴任させ
て頂き、近隣の先生方とも協力し、地域医療にも
貢献していきたいと思っております。よろしくお
願い致します。

●専門分野：内分泌内科
●外来日：月曜日藤沢 治樹先生

耳鼻咽喉科・頭頸部外科 麻酔科
この4月より坂文種報徳會病院耳鼻咽喉科に入局
させて頂きました木村文美と申します。地域の皆
様方に満足していただける医療を提供できるよう
に、日々精進して参ります。開業医の先生方にお世
話になることもたくさんあるかと思いますが、何卒
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：耳鼻咽喉科
●外来日：月・火・木曜日

木村 文美先生

4月から坂文種報徳會病院に赴任しました麻酔
科の奥村と申します。近隣の先生方と共に患者
様に寄り添った診療を心掛け、地域医療に貢献し
ていきたいと思います。今後ともよろしくお願い
いたします。

●専門分野：手術麻酔、ペインクリニック
●外来日：木曜日奥村 朋子先生

外科・小児外科
今年度より坂文種報徳會病院・外科に赴任致
しました。消化器系の疾患を専門に診療を担当
致します。微力ながら地域医療に貢献できるよ
う務めてまいります。ご指導ご鞭撻の程、何卒
よろしくお願い致します。

●専門分野：外科
●外来日：火曜日志村 正博先生

手術技術、知識、術後管理の大切さなど日々努
力し勉強させていただいています。私の中での
医師像は患者に寄り添うところを大事にしてお
り、術後化学療法、緩和医療にも力を入れていき
たいです。

●専門分野：外科一般
●外来日：なし東口 貴彦先生

皮膚科
4月から坂文種報德會病院に赴任しました臼田
千穂と申します。地域医療に少しでも貢献できる
ように日々取り組んでまいりますので、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：皮膚科一般
●外来日：月・火・水・木・金・土曜日臼田 千穂先生

研修医
4月より坂文種報德會病院の研修医となり
ました、長澤恵理子と申します。まだ研修
の身で至らぬ点ばかりではございますが、
日々精進して参りますので、開業医の先生
方には、今後ともご指導ご鞭撻のほどよろ
しくお願い致します。

長澤 恵理子

4月より、研修医としてばんたね病院に
勤務しています。まだまだ不慣れなこと
が多く先生方にはいろいろとご迷惑をお
かけしてしまうと思いますが何卒よろし
くお願い致します。

金子 政道

この４月よりばんたね病院に入職させてい
ただきました倉田耀介と申します。まだま
だ至らない点が多く、先生方にはご迷惑を
おかけしてしまうと思いますが、ご指導ご
鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

倉田 耀介

4月よりばんたね病院にて研修医として
入職しました三宅惣太と申します。未熟
者ではありますが、地域のみなさまとと
もに患者さんのご助力になればと思い
ます。ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願
いいたします。

三宅 惣太

はじめまして。本年４月から坂文種報徳會
病院で初期臨床研修をさせていただいて
おります藤澤伶奈と申します。まだまだ
未熟者ではありますが、日々学び精進して
まいります。どうぞよろしくお願いいたし
ます。　

藤澤 伶奈
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倉田 耀介

4月よりばんたね病院にて研修医として
入職しました三宅惣太と申します。未熟
者ではありますが、地域のみなさまとと
もに患者さんのご助力になればと思い
ます。ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願
いいたします。

三宅 惣太

はじめまして。本年４月から坂文種報徳會
病院で初期臨床研修をさせていただいて
おります藤澤伶奈と申します。まだまだ
未熟者ではありますが、日々学び精進して
まいります。どうぞよろしくお願いいたし
ます。　

藤澤 伶奈
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　日頃より当院との医療連携に御指導、御支援を賜りまして誠にありがとうございます。昨年秋に当院は愛知県より地域医
療支援病院として承認されました。高水準の逆紹介率、紹介率の維持およびオープンベッドの運用等、日頃より先生方には
多大なご指導を賜り心より御礼申し上げます。本年3月に病院機能評価の更新審査を受けた際にも評価委員の先生から緊
密な医療連携や地域との関わりについて他病院のモデルになるような取り組みと、きわめて高い評価を頂きました。連携医
療機関の先生方からの温かい御指導の賜と心より御礼申し上げます。
　さて、今年はMRIの増設を予定しています。昨年増設した最新鋭超高速CTと併せて、迅速かつ正確な診断が一層可能に
なるものと考えております。従来からご好評を頂いておりますインターネットによる検査予約システムでMRIも予約可能と
なりますので、是非、先生方の診療にもご活用頂ければと願っております。
　4月から多くの診療科で医師を増員しました。地域住民の皆さんや地域医療機関の先生方のご期待に応えられる優秀な
スタッフを増やして参ります。先生方には今後も当院との円滑な医療連携にご指導、ご支援を何卒よろしくお願い申し上げます。

地域医療支援病院として機能強化が進んでいます

http://www.fujita-hu.ac.jp/HOSPITAL2/
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地域医療連携センター藤田保健衛生大学 坂文種報德會病院

井澤 英夫
病院長

病院長あいさつ

新任医師のご紹介
循環器内科

4月より循環器内科に専攻医として入局しまし
た、丹羽雄大と申します。まだまだ至らぬところ
も多々ありますが、日々精進し地域の皆様に貢
献できる医療を提供できるよう努力していきま
す。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：土曜日

初めまして、4月から坂文種報徳會病院に赴任しました
宮崎茜と申します。循環器内科医としてはまだまだ新米
ですが、少しでも開業医の先生方とばんたね病院の協力
体制に貢献していけるよう日々精進したいと思います。先
生方には何卒ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い致します。

●専門分野：循環器内科
●外来日：土曜日

呼吸器内科
2018年4月からばんたね病院呼吸器内科で勤
務しております。現在は教授外来で診療のお手
伝いをさせて頂いております。よりよき医療の推
進のために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：呼吸器内科
●外来日：なし

近隣医療機関の先生方のご期待に応えられる
ように精進し、地域の患者さまに寄り添った医療
を提供できるように努めてまいります。至らない
点もあると思いますが、何卒宜しくお願い申し
上げます。

●専門分野：呼吸器内科
●外来日：土曜日（2・4週）

4月より呼吸器内科学Ⅱに入局しました大野斉毅
と申します。少しでも地域医療に貢献できるよう
日々精進して参ります。至らぬ点も多々ござい
ますが何卒よろしくお願い申し上げます。

この4月より呼吸器内科学Ⅱに入局させて頂きま
した鬼頭雄亮と申します。まだまだ不慣れなこと
が多く、至らぬ点もあるかとは存じますが日々精
進して参ります。ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願
い致します。

●専門分野：呼吸器内科
●外来日：土曜日（1・5週（隔週））

丹羽 雄大先生 宮崎 茜先生

加藤 理恵子先生 加藤 研一先生

大野 斉毅先生
キヨ タカ

鬼頭 雄亮先生
●専門分野：呼吸器内科
●外来日：土曜日（3週）
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　平素より当院の医療連携に御指導、御支援を頂き誠にありがとうございます。当医療連携室は事
務員5名体制で診療・検査予約、救急紹介患者の受付、医療機関様からの各種問い合わせの窓口を
担当しております。地域の医療機関様よりたくさんのご用命を頂けますよう丁寧で迅速な対応を常
に心掛けております。平日は19時まで土曜日は12時半まで受付を行っておりますのでなにかご不
明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。今後ともよろしくお願い申し上げます。

医療連携室
梶野 正明課長

　4月より看護師3名となり、入退院支援室へと名称変更しました。予定入院患者と面談し、安心
して入院生活が送れるように、入院の案内・療養中の各種相談・退院後の療養環境を確認し必要
に応じて専門職種と連携して対応しています。また、退院後も不安なく療養できるよう支援を行
います。地域関係機関の皆様には、患者さんの情報提供をお願いすることがあると思います。よ
ろしくお願いいたします。

入退院支援室
村上 ルリ子看護長

地域医療連携センターのご案内

尾頭橋虹の会（年12回）
地域の医療従事者に向けた研修会を月に1回
開催しております。

病診連携学術講演会（年1回）
今年度は平成30年9月1日（土）16：00～
サイプレスガーデンホテル（金山）を予定しております。

地域医療連携センター入口
お気軽にお尋ねください。

面談室 駐車場
タワー型と平面型の計107台ございます。

　4月より医療福祉相談室のソーシャルワーカーが３人から５人へ増員されました。地域包括シス
テムを支える上で、ソーシャルワーカーが担う役割は大きいと理解しています。退院後スムーズ
に在宅生活に移行できるよう、入院中から地域の医療機関の先生方と連携を密に取り、患者さん
が安心して在宅生活を長く続けることができるよう、より一層努力していきたいと考えておりま
す。今後もよろしくお願い致します。

医療福祉相談室
鋤柄 裕子副主任

平成30年4月より、
地域医療連携センター職員が
増員し前方連携から後方連携
まで地域の医療機関さまと円滑
で緊密な連携をとるべく体制を
強化いたしました。

地域医療連携センタースタッフ


