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ふるさとを守る医療ふるさとを守る医療
～みみ・はな・のど・くびの健康を守る①～～みみ・はな・のど・くびの健康を守る①～

退任医師

産婦人科医師　　　坊本　佳優　 9月30日付
小児科医師　　　　星 　みゆき　 9月30日付
脳神経外科医師　　西脇 崇裕貴　 9月30日付

歯科口腔外科医師　波多野 貴一　10月31日付
循環器内科医師　　上野　貴弘　 9月30日付
内科医師　　　　　山内 明日香　 9月30日付
内科医師　　　　　奥野　　充　 9月30日付

外科医師　　　　　川尻　真菜　 9月30日付

新任医師の紹介

小児科 熊谷　千紗（くまがい　ちさ）

　中濃厚生病院から来ました小児科の熊谷千紗と申します。以前、高山赤十字病院で初期
研修をさせていただき、地元である高山で再び勤務させていただくことになりました。お
役に立てるよう精進してまいりますのでよろしくお願いいたします。

内科 手塚　隆一（てづか　りゅういち）

　岐阜大学病院から来ました、手塚と申します。消化器をはじめとして、内科を診させて
頂きます。少しでも早く慣れ、高山の医療に貢献できるように日々努力していきたいと
思っています。何卒よろしくお願いします。

脳神経外科 熊谷　信利（くまがい　のぶとし）

　10月より高山赤十字病院に赴任させていただきました脳神経外科の熊谷信利です。研
修医として働かせていただいた高山日赤に1年半ぶりにもう一度赴任となりました。高山
の医療に貢献できるよう院内のスタッフの方々と協力しながら精一杯診療にあたらせてい
ただきますので宜しくお願い致します。

産婦人科 桑山　太郎（くわやま　たろう）

　はじめまして。産婦人科の桑山と申します。
この地で生まれ育ち時を得て高山市内の病院に赴任することとなりました。
地元の皆様何卒よろしくお願い致します。

　岐阜県総合医療センターから来ました循環器内科の堀尾と申します。高山の医療に貢献
させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

堀尾　俊太郎（ほりお　しゅんたろう）循環器内科
■高山赤十字病院耳鼻咽喉科は現在医師３名で、
みみ、はな、のど、くびの良性疾患から悪性
疾患すべての診療を行っています。患者やご
家族の訴えや思いを受け入れ、十分な話し合
いのもと適切な治療が行えるようにこころが
けています。

■一般外来のほかに、めまい外来や補聴器外来
などの専門外来も開設しています。専門外来
の診察は一般外来（初診）を受診し、問診や必要
な検査を行った後に専門外来の予約をします。
専門外来での診断、治療法の決定後は当院で
の治療やリハビリのほか、かかりつけ医への
紹介も行っていきます。

●次号では安藤診療科部長より耳鼻咽喉科での診療や検査、手術などを症例を交えてご紹介いたします。●

■ 誤嚥性肺炎も大きな問題となっていますが、
肺炎までにはいたらない患者も多くみられま
す。外来で簡便に行える電子スコープを用い
た嚥下内視鏡検査（ＶＥ）やＸ線透視下での嚥
下造影検査を行い、嚥下の評価・治療を行っ
ています。

■鼻手術は以前より内視鏡手術を行っています
が、患者によってはナビゲーションシステム
を使用しての手術も行っています。岐阜大学
医学部附属病院耳鼻咽喉科・頭頚部外科との
連携も行い、岐大病院への紹介や当院への岐
大医師招聘による手術治療も行っています。

■いびき・無呼吸に対しての検査･治療も積極的
に行っています。脳波や眼球運動等も測定し、
より精度の高い検査を行っています。CPAP
導入後のかかりつけ医への逆紹介も増えてい
ます。

3診ある外来の診察室のすべてに電子スコープが設置され
ており、超音波装置などの医療装置も充実されています。
3診ある外来の診察室のすべてに電子スコープが設置され
ており、超音波装置などの医療装置も充実されています。

左から　川浦医師・安藤診療科部長・高畠医師左から　川浦医師・安藤診療科部長・高畠医師
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●次号では安藤診療科部長より耳鼻咽喉科での診療や検査、手術などを症例を交えてご紹介いたします。●

■ 誤嚥性肺炎も大きな問題となっていますが、
肺炎までにはいたらない患者も多くみられま
す。外来で簡便に行える電子スコープを用い
た嚥下内視鏡検査（ＶＥ）やＸ線透視下での嚥
下造影検査を行い、嚥下の評価・治療を行っ
ています。

■鼻手術は以前より内視鏡手術を行っています
が、患者によってはナビゲーションシステム
を使用しての手術も行っています。岐阜大学
医学部附属病院耳鼻咽喉科・頭頚部外科との
連携も行い、岐大病院への紹介や当院への岐
大医師招聘による手術治療も行っています。

■いびき・無呼吸に対しての検査･治療も積極的
に行っています。脳波や眼球運動等も測定し、
より精度の高い検査を行っています。CPAP
導入後のかかりつけ医への逆紹介も増えてい
ます。

3診ある外来の診察室のすべてに電子スコープが設置され
ており、超音波装置などの医療装置も充実されています。
3診ある外来の診察室のすべてに電子スコープが設置され
ており、超音波装置などの医療装置も充実されています。

左から　川浦医師・安藤診療科部長・高畠医師左から　川浦医師・安藤診療科部長・高畠医師



地域医療連携だより やまびこ 第23号❹❹❹

４月から地域連携課の一員になりました的場と申します。
あっという間に半年が経過し、少しずつ業務にも慣れてきたところです。毎日の積み重ねを大切に、誠実で丁寧な対応を心
がけていきたいと思います。
地域連携課は、前の部署に比べて、病院内を歩き回ることが多いです。少しでも運動不足の解消になればと期待しています。
地域の医療機関の皆様との連携が円滑に進むよう努力しますので、今後ともご協力よろしくお願いいたします。

地域連携課　的場 あゆみ

高山赤十字病院
地域連携課

人間を救うのは、人間だ。Our world. Your move.

〒506-8550  岐阜県高山市天満町3丁目11番地
TEL：0577-35-1880　FAX：0577-32-1165
メールアドレス　byoshin@takayama.jrc.or.jp
ホームページ　http://www.takayama.jrc.or.jp/

編集後記

世界糖尿病デー記念講演会のご案内

糖尿病治療のコツ
　　　～低血糖を探せ～

世界糖尿病デー記念講演会世界糖尿病デー記念講演会

　11月14日の世界糖尿病デーを記念して、11月12日(日)に松波総合病院　副院長 林 慎先生をお招き
して世界糖尿病デー記念講演会「糖尿病治療のコツ ～低血糖を探せ～」を開催します。入場無料となり
ますので、皆様是非ご参加ください。
　また、11月12日(日)～19日(日)の17：00～21：00(※休館日11月14日を除く)、世界糖尿病デー記念事
業として毎年恒例の「幻想のブルーライトアップin飛騨・世界生活文化センター」を開催します。幻想的
な美しい青い光を眺めながら、身近な病気「糖尿病」を考えましょう。

■講師：松波総合病院 副院長 林 慎 先生

日時　11月12日（日）14：00～15：00
場所　ひだホテルプラザ 喜多館 3階 恵比寿

入場無料

日時　11月12日（日）～19日（日）
　　　17：00～21：00
　　　（※休館日11月14日を除く）

場所　飛騨・世界生活文化センター

幻想のブルーライトアップ
in飛騨・世界生活文化センター


