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新年、明けましておめでとうございます。
本年 7 月に設立 18 周年を迎える横浜クリニックは、医科と歯科の診療科を併せ
持つ医療施設としてスタートし、現在では成人歯科、口腔外科、インプラント科、
矯正科、小児・障がい者歯科、内科（一般内科・消化器内科・循環器内科・糖尿病
代謝内科）、眼科、耳鼻いんこう科など、摂食・嚥下から排泄まで全身の健康管理
をサポートする体制を整えています。お陰様で地域医療機関様からのご紹介患者様
も増えており、その果たす役割についても再認識しているところです。今年は、政
府が推進している“働き方改革”が、いよいよ本格実施ということで、何より患者
様への負担とならないよう我々教育・医療現場では様々な工夫・対応を迫られてお
ります。地域医療機関様におかれましても、何かとご不便をおかけするかもしれま
せんが、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

🌼 令和元年トピックス 🌼
令和元年 4 月に常勤の耳鼻いんこう科医師が赴任致しました。
診療科長・診療科教授 中山 明仁先生が、2019 年 4 月より神奈川歯科大学附属横浜クリニックの
耳鼻いんこう科に赴任され、診療及び短期入院で行える小手術を担当されるようになりました。
数年、非常勤体制で耳鼻いんこう科は運営され、手術も行える状況ではありませんでした。
また、10 月 1 日より藤田 芳史 診療科講師も赴任され、2 診体制になりました。
診療室の大改修を行い、患者様により良い状態で受診して頂ける様になりました。

診察室の 1 と 2 が扉の色で分かるようになっております。診療室の扉を入ると扉の色と同色の色で統一
された診察台になっております。聴力検査、嗅覚検査室、のど、鼻の
吸入器などが新規になり、待合室も開放された空間になりました。
2019/4～11 月
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〜謹賀新年〜
本年も成人歯科スタッフ一同、患者様に寄り添い質の高い医療を心がける所存でございますので、 何と
ぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますようお願い申し上げます。皆様のご健勝と益々のご発展を心よりお祈りい
たします。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
小牧成人歯科科長
科長 小牧

口腔
外科

歯科口腔外科おかげさまで、5 年間で患者数が 1.5 倍に増加し、9 名の常勤歯科医師で対応しております。嚢胞
から顎変形および初期口腔癌に対応した週 3 日の全身麻酔下手術に加え、週末を利用して抜歯を主とした全身麻
酔下小手術も昨年より開始致しました。診療内容、診療技術ともに充実したものになっております。今年も昨年
以上に上を目指し努力してまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
中村口腔外科科長

矯
正

旧年中は、ご支援賜り有難うございました。矯正歯科では引き続き、より質の高い矯正歯科医療の提供、
成長期の不正咬合や成人の包括治療などに関する適切な情報発信、専門性の高い臨床医の育成に努めてまい
ります。近隣の医療機関の先生方、同窓の先生方には、本年も診療連携を通しご支援いただくようお願い申
し上げます。皆様のご健勝ご活躍をお祈り申し上げます。
不島矯正歯科科長

イン
プラ
ント

上げます。皆様のご健勝ご活躍をお祈り申し上げます。
明けましておめでとうございます。日頃より多くの患者様をご紹介いただき心より感謝しております。本
年は 2020 年記念すべきオリンピックイヤーでございます。心機一転、医局員一同精進努力する所存でござ

上げます。皆様のご健勝ご活躍をお祈り申し上げます。
います。また、オープンサテライトセミナーにつきましては、来年度に向けて魅力あるテーマを企画中でご
ざいます。今後ともよろしくご指導お願いいたします。

児玉インプラント科長

小児
障が
い

明けましておめでとうございます。本年も成長発育期にある子どもや重い障害や病気があるために歯科治
療が受けられずお困りの方、歯科診療に特別な配慮が必要な方々に対し、安全で良好な歯科診療を提供する
ことが出来るよう努めていく所存です。日頃のご支援に感謝致しますとともに、引き続きご指導、ご鞭撻の
ほどよろしくお願い申し上げます。
高野小児障がい歯科科長

麻
酔
科

日本麻酔科学会認定病院です。神奈川県内の認定病院は、県を代表するような有数な病院がほとんどで
す。日本麻酔科学会認定病院として、最新の麻酔科学の知識を導入し、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。本年度も宜しくお願い致します。
有坂麻酔科科長

眼
科

当眼科は平成 14 年に診療を始めました。眼科疾患も多岐にわたりますが、白内障、緑内障の他、網膜脈
絡膜疾患や斜視、眼球運動障害など神経眼科疾患にも力を入れており、紹介患者さんも多く来院されます。
迅速かつ正確に診断し適正な治療をご提供いたします。目のことでお困りの方がいらっしゃいましたら、い
つでもご紹介ください。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
市邉眼科科長

内
科

令和も 2 年に入り、予想をはるかに上回る、超高齢社会の到来で、健康番組やネット上での医学情報が氾濫して
います。何が正しい情報かをわかりやすく、正確に説明できる能力が医師には求められています。内科では、一般
内科疾患のほか、高血圧・高脂血症・糖尿病などの生活習慣病、食道胃十二指腸大腸などの消化器疾患、物忘れ外
来を対象に診療を行っています。現在のご病状と治療の目的について患者様に十分ご説明するよう心掛けておりま
すので、大病院とは違ったきめ細かな診療をお受けいただけます。
栗橋内科科長

耳鼻
いん
こう
科

昨年 4 月より外来は、常勤１診体制になり、鼻閉改善手術も開始しました。10 月からは診察室が新装
し、常勤も 2 診体制になり、より多くの患者さんを受け入れることが可能になりました。横浜市立大学か
らも引き続き外勤支援を頂き、安全で患者中心の医療を実践して参ります。宜しくお願い申し上げます。
中山耳鼻いんこう科科長

昨年は平成～令和への改元の年でした。
今年は、東京オリンピックが開催される年です。
診療部門も新たな気持ちで
一年を送りたいと考えております。

終了いたしました。

セミナーのご報告と予定
●

矯正

2019/5/23
2019/8/22
2019/9/26
2019/11/28
2020/1/16

●

矯正装置装着の基本
歯の移動の基本
矯正治療開始のタイミング
包括歯科診療における矯正治療の役割
矯正歯科から見た咬合の考え方

インプラント

2019/4/18
2019/5/16
2019/6/20
2019/7/25
2019/8/4
2019/9/12
2019/10/17
2019/11/21
2019/12/5
2020/1/23
2020/2/13
2020/3/19

●

サテライトセミナー

サテライトセミナー

歯周組織の診査診断、治療計画
歯周病の基本治療と咬合性外傷
生活習慣病としての歯周病のリスク診断と治療
歯周外科とプラスティックサージェリー
ブタ実習
インプラントの診査診断
インプラントの外科手術の基本
ソケットマネジメント
硬組織マネージメント（骨造成、GBRリッジエキスパンジョン）
サイナスエレベーション、サイナスリフト
インプラント周囲のプラスティックサージェリー
SPTの考え方とインプラント周囲炎への対応

歯科医師のための内科学

2019/4/11
2019/5/30
2019/6/27
2019/7/11
2019/8/29
2019/9/19
2019/10/31
2019/11/14
2019/12/19
2020/1/30
2020/2/27

血液疾患の基礎～血小板減少と凝固能低下の違いとは？
周産期と婦人科疾患～妊婦と授乳時の投薬のポイント
高血圧症～老化とは組織の線維化！
内分泌・代謝疾患～糖尿病シックデイとは何か？
消化器疾患～大腸ポリープからB型C型肝炎のUP To Dateまで
循環器疾患～急性冠症候群を見逃すな！
神経疾患～脳血管障害は血管の病気だ！
呼吸器疾患～そもそもカゼって何なの？
腎泌尿器疾患と膠原病～血液透析と投薬、慢性関節リウマチと歯周病の関係とは？
歯科医師のための心電図入門～心電図ですぐわかること、できることとは？
睡眠医学入門と精神疾患～ヒトはなぜ眠るのか？睡眠とうつ病の関係とは？

市民公開講座のご報告と予定
2019/4/13

耳鳴りがする、 鼻水が出る、 むせる、 諦めずに耳鼻いんこう科へ
講演者：中山 明仁 先生

2019/6/15

耳鼻いんこう科のこわい病気： 口内炎から咽喉頭がんま で
講演者：中山 明仁 先生

2019/7/13

神奈川歯科大学附属横浜クリニック 内科 診療科長・特任教授
一般社団法人日本プライマリーケア連合学会 認定医・指導医
公益社団法人日本医師会認定健康スポーツドクター
一般社団法人日本睡眠教育機構睡眠健康指導士上級

つらい季節をのりきるために 知っているようで知らない花粉症対策
講演者：藤田 芳史 先生

2020/3/14

神奈川歯科大学大学院 高度先進口腔医学講座インプラント・歯周病学分野教授
横浜研修センター横浜クリニック副院長 インプラント科 診療科長

健診やドック の結果をど う活用す ればいいのか？ ～ 高血圧から糖尿病のメカニズ ム から、 大腸がん の予防ま でを わかりやす く ～

講演者：栗橋 健夫 先生

2020/2/8

神奈川歯科大学附属病院・横浜クリニック 非常勤 臨床心理士
横浜新都市脳神経外科病院 非常勤 臨床心理士

安心安全なインプラントを受けるために！インプラントをよく知るためのお話
講演者：児玉 利朗 先生

2019/11/2

国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科 教授
神奈川歯科大学附属横浜クリニック眼科 特任教授

あなたの物忘れ大丈夫ですか？ 物忘れの一般的な検査の解説とあなたの疑問に答えま す ！
講演者：藤井 博子 先生

2019/10/5

北里大学 眼科 専任講師
神奈川歯科大学附属横浜クリニック 眼科 非常勤

加齢に伴う眼科診療の必要性 認知症の予防に不可欠な視機能
講演者：原 直人 先生

2019/9/21

神奈川歯科大学 診療科教授
神奈川歯科大学附属横浜クリニック 耳鼻いんこう科 科長

白内障かなと思ったら知っておきたい治療の話
講演者：飯田 嘉彦 先生

2019/9/7

神奈川歯科大学 診療科教授
神奈川歯科大学附属横浜クリニック 耳鼻いんこう科 科長

神奈川歯科大学附属横浜クリニック 耳鼻いんこう科 診療科講師

知っておきたい矯正歯科治療の基礎知識 - 幼児・ 学童期の治療講演者：川合 暢彦 先生

神奈川歯科大学大学院歯学研究科 高度先進口腔医学講座 歯科矯正学分野講師

人間ドック・企業健診について
●昨年より、LSI メディエンスが代行する
契約施設と
52 の保険組合の契約施設を開始しております。
ドックのコースが増えました
●女性コースのドックも人気があり、
ドックが初めての方が比較的お受けになります。
●心臓機能検査に特化したドックのコースも出来ました。
●平成 30 年度と令和元年度（4 月～12 月）人間ドックコース別受診割合
①

平成 30 年度

①
②
⑮
⑯

企業

②
企業
⑮

（（Ｈ）
その他

⑯
その他

●令和元年度（4 月～12 月）

令和元年度

＊令和元年のドックは
個人ドックと新規の女性
コースが増加しました。

（（Ｈ

）
企業健診・人間ドック 月別受診者数比較表

肝硬度について
肝硬変及び肝がんの要因に肝炎ウイルスだけではなく、脂肪肝も懸念されるようになり
ました。飲酒の有無に関わらず、脂肪肝は問題になっております。
当院の健診・ドックも脂肪肝といわれた事がある方が希望により、肝硬度をお受けになる
ようになりました。
肝硬度の検査値は脂肪肝の改善に伴い、数値の低下が認められ、脂肪肝に変化がない時は
ほぼ変化のない数値、脂肪肝が進むと肝硬度の数値も大きくなります。
脂肪肝が心配の方一度お受けになっては如何でしょうか！
地域医療連携室から年始のご挨拶
４ページ

令和 2 年が明けて、東京オリンピックの年になりました。
昨年より、常勤体制で耳鼻いんこう科が稼働するようになりました。医科診療に 3 科稼働するように
なり、より一層医科歯科連携が取れる様になりました。
患者様をはじめ地域医療施設の皆様へご迷惑をお掛けすることもあると思いますが、職員一同、地域
に根差した医療機関を目指しております。
今年も地域医療の皆様によりお役に立てる情報の提供をしたいと思います。
末筆ではありますが、ご支援ご鞭撻をお願いしつつ、年始のご挨拶とさせて頂きます。
神奈川歯科大学附属横浜研修センター・横浜クリニック
〒221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町 3-31-6
TEL ： 045-313-5047（地域医療連携室直通）
FAX ： 045-548-8069
Mail ： chiiki-irenkei@kdu.ac.jp
URL ： http://www.hama.kdu.ac.jp

地域医療連携室

