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第１３号 令和 2 年４月 1 日 

                           高 山 赤 十 字 病 院 

  

 

病院長よりこんにちは！ 
 

拝啓 春風のさわやかな季節を迎え、皆様お健やかにお過ごしのことと存じます。開業医の

先生方はじめ関係機関のみなさまには、患者さんのご紹介など相互連携にご理解ご協力を

いただき誠にありがとうございます。 

4月、当院では 42名の新入社員を迎えフレッシュな顔が並びました。医師は常勤医 14

名、専攻医 3名、研修医 5名が勤務開始し、先生方には患者さんを通じてお世話になりま

すが今後ともご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。 

山の雪解けがはじまり畑仕事の準備や地区のお祭りで何かと忙しくなる季節です。新型

コロナウイルス感染症の影響が未だ続きますが、気持ちは晴れやかに新年度を迎えたいと

思います。桜花爛漫の候、みなさまのご多幸を心よりお祈り致します。 

敬具    

病院長 清島 満 

 

【同封文書】 

 ○病院長あいさつ「病院長よりこんにちは！」   

  整形外科  脊椎外来のご案内          ・・・ P2 

  内科医師の紹介                ・・・ P3 

   退任＆新任 医師のご紹介            ・・・ P4 

○外来担当医表  ４月分 

  ○高山赤十字病院診療案内 

…患者さんによるご予約の場合に当院への紹介状と共にお渡しいただくと便利です 

  ○地域連携係よりお知らせ 

   『地域連携のご案内』の文書差し替えについて 

   ・診療科外来担当医師一覧（初診） 

   ・診療予約申込書 

   『休診のお知らせ』 
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【整形外科より】 

◆◆《脊椎外来》初診受付を再開します◆◆ 

 脊椎疾患の手術を受けられる患者さんの約半数は 65歳以上となり、高齢化が急速

に進む当地域での需要はこれまでに増して高まっています。 

加齢による変性疾患（椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症、頚髄症、靭帯骨化症）以外に、 

変形（側弯、後弯、すべり症）、腫瘍（脊椎腫瘍、脊髄腫瘍）、炎症（リウマチ性、感染

性）、骨粗鬆症性疾患など幅広く脊椎・脊髄疾患を扱っています。 

担当医師の都合によりしばらくの間、初診患者さんの受付をストップしていましたが、 

4月より初診受付を再開します。 

脊椎外来：金曜日午前（隔週） 

なお、ご希望の際は、外来もしくは地域連携を通じてご相談ください。 

 

 

 

 

 

              【医師紹介】 岩井
い わ い

 智
ち

守男
ず お

 助教 

 

専 門 小児・成人の脊柱変形治療、脊椎脊髄外科、脊椎内視鏡 

卒業年度 2001年（岐阜大学） 

学 位 医学博士 

留 学 獨協医科大学(2009-2013)国内留学 

資 格 日本整形外科学会整形外科専門医・脊椎脊髄病医 

日本脊椎脊髄病学会認定脊椎脊髄外科指導医 

日本医師会認定産業医 
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◆◆【内科】医師のご紹介◆◆ 

 

 

 当院の内科は、①消化器＋血液 ②呼吸器 ③内分泌 と３つのグループに分かれ

ており、それぞれに①白子順子医師 ②西尾優医師 ③柴田敏郎医師 がグループを

牽引しています。しばらくの間、内科医不足が続いていましたが、４月より内分泌分

野、柴田医師のもとに２名の医師が着任いたします。 

この２名は他機関で研鑽を積んだ経験豊富な医師ですので、開業医の先生方にはこ

れまで以上にご指導ご鞭撻いただきながら、安心してご紹介いただきますようお願い

申し上げます。 

 

 

【西野
に し の

 彰
あきら

 医師】 

 平成２３年 岐阜大学医学部 卒 /   日本リウマチ学会専門医 

 

新しい抗リウマチ薬、生物学的製剤が登場して関節リウマチの治療は大きく変わりまし

た。またその他の膠原病についても診断や治療法は年々新たなものが加わっています。 

これまで膠原病リウマチ内科に属しコモンな病態から稀な病態までの診療経験を生か

し、他の専門科との連携も深めながら全人的な医療を心がけます。 

  

【髙
たか

桑
くわ

 章
しょう

太朗
た ろ う

 医師】 

 平成２４年 富山大学医学部 卒  

 

以前の職場では「腎臓内科」に属し、腎炎に対する腎生検やステロイド治療、糖尿病や

高血圧を含む慢性腎臓病（CKD）に対する診療、腎不全に対する血管シャント手術、血液

透析および腹膜透析の管理、多発性嚢胞腎などの遺伝性疾患に対する診療に至るまで幅広

く経験させていただきました。腎臓病は症状が出現した時点ですでに進行していることも

多く、普段から検診などを受けて腎臓病の早期発見に努める必要があり、診療ではわかり

やすい説明を心がけています。 
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◆◆退任＆新任 医師のご紹介◆◆ 

 

  

 

 

桜の開花が待ち遠しいですね！ 

退職 新任

診療科 氏名 診療科 氏名 ふりがな 卒年

西野　彰 にしの　あきら H23 リウマチ膠原病

髙桑　章太朗 たかくわ　しょうたろう H24 腎臓

金田　知子 かねだ　ともこ H26 健診センター担当

千住　明彦 せんじゅう　あきひこ H27 消化器

安田　愛 やすだ　めぐみ H28

坂口　賢太郎 さかぐち　けんたろう H31 当院臨床研修修了

循環器内科 桑原　弘幸 くわはら　ひろゆき H22

福嶋　恭啓 ふくしま　やすのり H29

神品　壮史 こうじな　そうし H31 当院臨床研修修了

整形外科 市川　勝寛 整形外科 臼井　大記 うすい　だいき H21

脳神経外科 安田　祥二 脳神経外科 溝口　朋子 みぞぐち　ともこ H29

安見　駿佑 永田　健太朗 ながた　けんたろう H27

齋竹　健彰 溝口　冬馬 みぞぐち　とうま H28

上村　小雪 釣餌　咲希 つるえ　さき H31 当院臨床研修修了

リハビリ科 兒玉　智大

後期研修医 小林　結実

診療科 氏名 診療科 氏名 ふりがな 卒年

内科 清水　仁美 内科(呼） 葛西　佑太朗 くずにし　ゆうたろう H28 専攻医　３カ月

外科 内田　敦也 内科(血） 武田　健一郎 たけだ　けんいちろう H29 専攻医　３カ月

産婦人科 上田　真子 産婦人科 正橋　佳樹 まさはし　よしき H28 専攻医　6カ月

診療科 氏名 診療科 氏名 ふりがな 卒年

伊藤　公大 藤木　俊吾 ふじき　しゅんご R2

田中　亮太 宮脇　淳 みやわき　じゅん R2

水野　朋紀 神谷　理斗 かみや　まさと R2

山田　桃子 神谷　裕菜 かみや　ゆうな R2

清水　里香 可知　弘成 かち　ひろなり R2

岐大

自治医大

自治医大

藤田医科大学

備考

産婦人科 産婦人科

医科臨床研修医科臨床研修

（専攻医　短期派遣）

備考

備考

（初期臨床研修医）

内科 岩田　翔太

外科 小塩　英典 外科

内科

岐大


