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横浜クリニック院長挨拶
院長 井野 智
頌春の候、皆様におかれましては、ますます御健勝のこと
とお慶び申し上げます。旧年中は格別のご高配を賜り、厚く
御礼申し上げます。
さて、平成 14 年 7 月に開設しました当研修センター・ク
リニックは、本年で 13 年目となります。当初に導入した備
品の中には、通常のメンテナンスでは繕いきれないものもあ
り、徐々にではありますが、入れ替え導入を実施しなくては
ならない時期となりました。今年も地域医療機関様のニーズ
に対応できるよう、順次、計画的に診療システムを含めた整
備を推進していく予定です。教育・研究施設としましては、
歯科医師臨床研修に加えて一昨年より開講している大学院
（歯学研究科・高度先進口腔医学講座）の将来計画を具体化
させ、先進的臨床研究・教育に重点化した整備も図ってまい
ります。また、公開講座を通じて一般市民の皆様への情報提供や、昨年ご好評いただい
た地域医療機関様（医師・歯科医師）を対象にした大学院オープンセミナーやサテライ
トセミナーもさらに充実させ、当施設の特徴であります医科歯科連携の学術的医療情報
をわかりやすく発信してまいります。
未年にあっては、地味ではありながらも、地域医療の発展に寄与すべくスタッフ一丸
となって努力して、着実に歩みを進めてまいりたいと思います。本年もよろしくお願い
申し上げます。

医科部門副院長挨拶
医科部門副院長

新春おめでとうございます。
昨年はＬＥＤの発明で３人の日本人研究者がノーベル物理学賞の栄誉に輝
き、世界に大きく貢献しました。消化器内視鏡の分野でも日本人研究者の手
によってＮＢＩ（narrow band imaging）といって通常の光より波長の短い
光を粘膜面に照射することにより、腫瘍の粘膜表面の毛細血管の病変を色調
の変化として捉え早期癌の診断ができるようになりました。
昨年はＮＢＩ観察で早期食道癌を発見し、
内視鏡治療で完治された患者さんがいらっし
この号の内容
ゃいます。食道癌は男性に多いですが４０歳
1 センター長兼院長のご挨拶
以上になったら定期的に検査を受けることを
お勧めします。
医科部門副院長のご挨拶
今年も我々の知識・技術・経験が皆様の健
2 歯科部門副院長のご挨拶
康に貢献できることを願っております。
セミナー平成 26 年度日程表
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各科科長のご挨拶（歯科部門）
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各科科長のご挨拶（医科部門）
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各関連部門のご挨拶
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地域医療連携室からご報告

渡邉

浩之

歯科部門副院長のご挨拶
副院長：鈴木敏行

新年あけましておめでとうございます。
2015 年の門出にあたり、旧年中に賜わりましたご厚情に感謝申
し上げますと共に、ご挨拶申し上げます。
歯科部門においては井野院長のもと地域連携室を中心とし紹介
元医療機関はもとより、昨年は神奈川区、西区歯科医師会、神奈
川県支部同窓会との交流を積極的に進めて参りましたが、本年も
引き続き、協議会や各種交流事業等を通じて、将来にわたる持続
的な発展を確実なものとすべく、前進してまいります。
引き続きより一層のご高配を賜わりますよう、お願い申し上げ
ます。

副院長：田村利之

セミナー平成 26 年度日程表
昨年はセミナーにご参加ありがとうございました。本年も下記の日程がございます。
本年もよろしくお願い致します。

オープンセミナー
日程
1 月 29 日(木)
2 月 5 日(木)
2 月 26 日(木)

時間
18：00
18：00
18：00

講師
熊坂純雄
不島健持
田村利之

タイトル
外傷歯について
歯科臨床における三次元画像工学の応用
歯周組織のマネージメント

インプラントサテライトセミナー
日程
時間
講師
タイトル
2 月 12 日(木)
18：00
児玉利朗
歯周病・インプラント治療における生体材料の応用と考え方
3 月 19 日(木)
17：00
児玉利朗
インプラント埋入の術式と実習
※申し訳ありませんが、3/19 につきましては定員制で申込みは終了いたしました。

矯正サテライトセミナー
日程
2 月 13 日(金)
2 月 27 日(金)
3 月 5 日(木)

時間
18：30
18：30
18：00

講師
不島健持
不島健持
不島健持

タイトル
下顎運動の中枢制御機構
咬合調整の歯周組織学的・生理学的背景
咬合調整の基本手技（実習）

歯科医師会生涯研修ポイント習得可

歯科部門副院長のご挨拶

口腔外科科長 中村篤
あけましておめでとうございます。
昨年は近隣歯科医師の先生方より多くの患者様をご紹介いただきあり
がとうございました。
昨年より病棟のフルタイムオープンに向けて準備、部分的に稼働して
おりますが、今年はより一層進めて参ります。
また、外来におきましては紹介患者さまの待ち時間を減らすべく、病
診連携を活用して予約システムを早期に導入します。
これにより、紹介元の先生におかれましても、診療後にＦＡＸで依頼
状を製作することができますので負担軽減になると期待されます。
より高機能な口腔外科を目指して、努力してまいりますので今年もよ
ろしくお願い申し上げます。

インプラント科科長 児玉利朗
新年あけましておめでとうございます。
昨年 4 月に赴任してから約 9 か月になります。
これまでの取り組みとしては、診療連携を推進してまいりまし
た。その第一段階として、オープンサテライトセミナーを毎月開
催することにより、相互理解ならび診療連携の具体的手法につい
て提示してまいりました。今後、より診療連携を推進するため、
スタッフの充実だけでなく相談や症例検討さらには見学しやすい
オペ室環境を本年 4 月以降に構築する予定です。
今後ともよろしくご指導お願い申し上げます。

矯正歯科科長 不島健持
旧年中は診療連携でご協力いただき、近隣歯科医の
先生方、関連医療機関の方々に改めて心より感謝申し
上げます。
また昨年 4 月より開催している高度先進口腔医学講
座大学院オープンセミナーに多くの先生方のご出席を
賜り、併せて御礼申し上げます。
横浜クリニック矯正歯科では地域医療における大学
附属病院としての役割を果たすべく、専門性の向上と
包括診療の実施に一層努力してまいります。本年も変
わらぬご支援ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

小児・障がい歯科科長 熊坂純雄
明けましておめでとうございます。
今年は、乙未、よくない事を思い切って払い落
す。今、日本は、少子超高齢社会で高齢者の口腔
ケアに注目が集まっています。その中、成長発育
期にある子ども、障害や重い病気があるために歯
科治療が受けられずお困りの方や歯科診療に特別
な配慮が必要な方たちに対し安全で良好な歯科診
療を提供するとともに、社会の要望をキャッチし
状況や形勢を観察しながら行動規範を正していき
たいと考えています。

麻酔科よりご挨拶
昨年 9 月より赴任（本院兼務）致しました。これまで第一線の麻酔科医師・指導
医として、死と隣り合わせのような厳しい状況での麻酔管理も多数経験してまいり
ましが、クリニックでは、多くが合併症の少ない患者さんです。
それゆえに，より事故を起こしてはいけないと肝に銘じております。安全を第一
に細心の注意を払って取り組む所存であります。宜しくお願い致します。
医師名

役職

有坂 博史
齋田菜緒子

専門分野・所属学会など

科長

厚生労働省認定麻酔科標榜医

教授

公益社団法人日本麻酔科学会麻酔科専門医・指導医

非常勤

一般社団法人日本障害者歯科学会認定医
一般社団法人日本歯科麻酔学会専門医・認定医
一般社団法人日本障害者歯科学会指導医、認定医

間宮 秀樹

非常勤 一般社団法人日本歯科麻酔学会専門医・認定医
一般社団法人日本老年歯科医学会専門医・認定医

医科部門副院長のご挨拶
眼科科長

眼科

市邉義章

2014 年 10 月 1 日に北里大眼から移り着任し、
はや 3 カ月がたちました。以前は自分の専門
分野（網膜、視神経、ぶどう膜疾患）の患者
さんを診ることがほとんどでしたが、今では
白内障、緑内障、角膜疾患、斜視神経眼科ま
で幅広い患者さんを拝見させていただいてお
ります。これからも今までの経験を活かし、
患者さんの目の健康のために努力してまいり
たいと思います。
耳鼻いんこう科 一同
昨年はお世話になりました。
本年もよろしくお願い致します。

耳鼻いんこう科

耳
鼻
い
ん
こ
う
科

月

火

水

木

金

土

午前

廣島屋 孝

休診

荒木 康智

休診

休診

廣島屋 孝
（第2・4のみ）

午後

廣島屋 孝

休診

山田 浩之

休診

休診

廣島屋 孝
（第4のみ）

内科科長 渡邉浩之
内科 一同
今年もよろしくお願い致します。

内科

月

火

渡邉 浩之

渡邉 浩之

水

木

金

土

安岡 比呂子

大西 克実
（第1・3・5）

渡邉 浩之
（消化器・上部内視鏡）

（消化器・上部内視鏡） （消化器・上部内視鏡）

渡邉 浩之

午前

（消化器・上部内視鏡）

加賀 康宏
（一般内科）

内
科

（糖尿病・一般内科）

大栗 香

小林 功治

（消化器・一般内科）

大栗 香
（消化器・一般内科）

（消化器・上部内視鏡）

渡邉 浩之

渡邉 浩之

午後

関本 輝雄

渡邉 浩之

小﨑 遼太
大栗 香
（第3のみ）

安岡 比呂子

山本 秦漢

休診

（消化器・下部内視鏡）

大栗 香
結束貴臣

渡邉 浩之
（第 2・4）

科長

有坂博史

各科ご挨拶
歯科衛生科
新年あけましておめでとうございます。
歯科衛生科として本年も地域医療に貢献し、患者様に安
心して治療を受けて頂けるよう笑顔で親切丁寧な対応を
心がけてまいります。
写真に載っていますスタッフが一丸となり横浜クリニッ
クをさらに盛り上げていければと思っております。
看護科
看護科は、医科外来・手術室・病棟の３部署で、日々の診療介
助・検査・外来手術、口腔外科手術、手術患者さんの入院、検査
入院などの看護に携わさせていただいております。 本年も、質
の高いケアを、心をこめて提供していくことを目指しています。
そして、ひとりひとりを大切にした細やかな看護に努めていき
たいと思います。
技工科
明けましておめでとうございます。
昨年は新人技工士、事務員が入って来た為、技工の補助や管理業務、事務処
理についてできるように指導をする等、技工科では先生方をサポートできる連
携体制ができ新しい側面が出てきました。
今年も技工科一同新しい気持ちで努力する所存ですのでご指導のほどよろし
くお願い申し上げます。
薬剤科
昨年は近隣の調剤薬局の方々をはじめ大変お世話なりありがとうございました。
本年も薬剤科一同、各診療科と連携し、患者様に質の高い薬物療法を提供できるように
努力してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

放射線科

明けましておめでとうございます。
放射線科では、全身用 CT、歯科用 CT、セファロ、パントモ
などの X 線検査のご依頼をお待ちしております。
それぞれの撮影により、受付窓口が違う等、ご迷惑をおかけ
しておりますが、何卒ご容赦下さい。
不明な点はご相談下さい。
出来るだけ皆様のお役に立ちたいと考えていますので、今年
もよろしくお願い致します。
臨床検査科

新年あけましておめでとうございます。
昨年も地域の皆様にはお世話になりました。
当検査室は、血液検査を院内で行い、生理検査の一環として行う
睡眠呼吸障害（睡眠時無呼吸検査）の検査は、いびきの大きさも
希望者には行っております。今後もより良い検査をおこない皆様に
信頼される科となる様に努力したいと思います。
今年もよろしくお願い致します。

地域医療連携室よりご挨拶

あけましておめでとうございます。
昨年は大変お世話になりました。皆様のご支援で少しずつですが、地域医
療連携室としてお役に立てる様に今年も邁進して行きたいと思います。
よろしくお願い致します。

上部消化管（胃部）検査について

≪お知らせ≫
従来おこなっていた胃部 X 線検査（胃透視）は昨年１１月より中止となり、
上部消化管内視鏡（胃カメラ）に統一されました。
この検査を苦手と思われる方には、苦痛を和らげる方法も行っておりますので、
よろしくお願い致します。

紹介状をお持ちの患者様の予約について（歯科部門）

≪来年に向けて≫
現在、近在の医療機関より紹介され、紹介状をお持ちの患者様で
歯科医師の指定がない患者さまは、初診として来院して頂き、予約をお取りし
ていませんでした。近々、口腔外科は予約日時をお取りできるようになります
ので、よろしくお願い致します。後日、詳細をお知らせする予定でおります。
ご不明な点は、下記地域医療連携室へご連絡をお願いいたします。
今年もよろしく
お願い致します。

神奈川歯科大学附属 研修センター・横浜クリニック
地域医療連携室
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町 3-31-6
TEL/FAX ： 045-313-5047（地域医療連携室直通）

Mail:chiiki-irenkei@kdu.ac.jp
URL：http://www.hama.kdu.ac.jp

