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院長挨拶

院長 児玉 利朗

日頃より横浜クリニックの運営にご協力いただき心より感謝い
たしております。令和 2 年は世界的に感染拡大した COVID19 感染
症に翻弄された 1 年でございました。当院では徹底した院内感染
防止対策により、幸いこれまでクラスターの発生や職員の感染も
なく、患者様に安心・安全な医療環境を提供してまいりました。
本年度は難治性腹痛・便秘異常外来や訪問歯科診療をスタートさ
せ、これまでの睡眠時無呼吸外来の見直し、デジタルデンティス
トリ―の推進を行い、社会情勢に応じたクリニックの診療体制の
構築を実施してまいりました。
令和 3 年は、徹底した院内感染防止対策を継続しながら、さら
なる飛躍の年として、地域医療に貢献すべくスタッフ一同邁進い
たす所存でございます。
今後ともよろしくご指導の程お願い申し上げます。

🌼
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口腔外科手術実績
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のご紹介
耳鼻いんこう科手術実績
と新任医師のご紹介

4

セミナー・市民公開講座
ご報告とご案内
地域医療連携室より
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訪問歯科診療をはじめました！
横浜クリニックでは、2020 年度よりご希望の方に訪問歯科診療を提供するため、準備を
行ってまいりました。院内で訪問歯科診療の経験者を中心とした訪問診療委員会を立ち上
げ、横浜市神奈川区歯科医師会の先生方にもご協力をお願いして準備と話し合いをしてま
いりました。11 月より訪問歯科診療を開始する事が出来ました。
当クリニックに今まで通院されていた患者様が、様々な理由で通院できない状況にあ
る。そのような方で訪問歯科診療をご希望された方を対象として診療が出来るよう考えて
おります。2002 年開設より多くの方々にご利用いただきました。そのような方々に少しで
もお役に立てるよう地域に協力したいと考えております。
また、地域の医療関係者の方々にご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。医療
に誠心誠意努力したいと考えております。
訪問診療委員会委員長 田口 長

睡眠時無呼吸外来リニューアル
これからの睡眠時無呼吸外来について
横浜クリニックでは、地域の多くの先生方のご協力を頂いて、睡眠時無呼吸症の患者様に
対して、口腔内装置による治療を行ってまいりました。これまでは上下顎一体型の口腔内装
置が主でしたが、今後は上下顎分離型の口腔内装置も導入して、患者様の選択肢を増やし、
より快適に口腔内装置をお使いいただけるようにしていきたいと考えております。
また、インターネットの発達に伴い、患者様ご自身が「睡眠時無呼吸症ではないか？」と
心配されて、直接歯科を受診する機会も増加してきています。睡眠時無呼吸症は、鼻閉、頭
痛、高血圧なども伴う全身的疾患であることから、歯科だけでの対応には限界があります。
当クリニックは、耳鼻いんこう科、内科、麻酔科等も擁する医科歯科併設の医療機関である
ことから、このような方々に対しても対応できるよう、医科との連携をより緊密にし、睡眠
時無呼吸症に対する包括的な診療体制を構築してまいります。今後とも先生方のご指導、ご
指南をよろしくお願い申し上げます。
矯正歯科 小野崎 純

各診療科年末のご挨拶

成
人

今年は、クルーズ船の感染報道から始まった新型コロナウイルスのパンデミックにより難しい医院運営の
舵取りを迫られました。そして現在も脅威はそこにあります。当科では院内感染防止対策委員会の指導の
下、患者様に安心して来院していただける体制を整えて参りました。患者様をはじめ、近隣の皆様のご支援
を頂き、本年の診療も無事終えることができました。来年も成人歯科スタッフ一同精進して参りますので宜
しくお願い致します。
小牧診療科長

口
腔
外
科

新型コロナ禍の中、暗中模索、悪戦苦闘の 2020 年でした。物資が不足し、手作りのガウンで外来診療を
行いながら、なんとか顎変形症に至る全身麻酔下手術まで提供してこれました。そのような中、下顎埋伏智
歯抜歯における術前アモキシシリン 500 ㎎の単回投与が好結果であり、安全、安心をモットーに進めてきま
した上顎骨切り術の手技が論文掲載されるなどうれしいこともありました。2021 年は新型コロナウイルス
を封じ込み、平穏な日常を取り戻せることを祈念しております。引き続き前向きに進めて参りますのでご指
導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
中村診療科長

矯
正

本年も近隣医療機関、同窓の先生が方より多くの患者様をご紹介いただき、ご支援いただいたこと、心より御
礼申し上げます。コロナ禍の厳しい状況が続いており先が見通せない中ではありますが、矯正歯科では引き続き
包括歯科診療の一端を担い、先進治療の提供に邁進する所存です。平素よりご指導ご協力いただいている先生方
には変わらぬご支援賜るようお願い申し上げ、先生方と協力しこの難局を乗り越えていきたいと考えておりま
す。皆様のご健勝と、良い年をお迎えになられるようを願っております。
不島診療科長

イ
ン
プ
ラ
ン
ト

本年はコロナ禍（COVID19 感染症）の厳しい状況の中、多くの患者様のご紹介をいただき心より感謝いた
しております。当科では、歯の欠損した部分のインプラント治療に入る前に、残存歯の診査診断を実施しお
口の中全体を包括的に診療することを第一にしております。今後とも先進医療に貢献できるよう尽力する所
存です。引き続きご支援ご指導お願い申し上げます。皆様方のご多幸をお祈りしながら年末のご挨拶といた
します。
児玉診療科長

小
児
障
が
い

今年も関係医療機関、同窓の先生方から変わらぬご支援を賜りありがとうございました。コロナ禍にあ
り、ご紹介いただいた患者様の治療がなかなか進まないなど、ご迷惑をお掛けしましたが、感染対策を十分
に行いながら小児や障害のある方々に安全で良好な歯科治療を提供できるよう、スタッフ一同、精一杯努力
していく所存です。来年度も宜しくお願い致します。
高野診療科長

麻
酔
科

神奈川県内の日本麻酔科学会認定病院は、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と技術を提供することを目標に、常に謙虚な姿勢で、安全を第一
に取り組んでおります。また高度医療機関として近隣医療機関、同窓生の先生方の信頼を得られように改
革、努力を進めて行きたいと思います。来年度も宜しくお願い致します。
有坂診療科長

眼
科

コロナの影響で手術や外来の一時中止、延期等、患者様にはいろいろとご迷惑をおかけいたしましたこと
をまずお詫び申し上げます。おかげさまで当眼科は北里大学をはじめとする多くの多施設からのご援助、連
携のもと、今年も無事に診療することができました。また、10 月からは新たに櫻井藍子先生が、常勤医と
して着任いたしました。外来の混雑や待ち時間等が少しは緩和されるかと思います。これからも、スタッフ
一同が一丸となって、皆様に安全で最良な医療をご提供させていただきます。
市邉診療科長

内
科

2020 年は、東京オリンピックが開催され、誰しもが飛躍の年と期待していましたが、新型コロナウイルスの世
界的な感染拡大で大変な年となってしまいました。新型コロナウイルスによる感染症 COVID-19 による感染者の約
8 割は軽症ですみますが、一度、肺炎が重症化すると季節性インフルエンザに比べて危険度はかなり高いのが現
状です。喫緊の課題はいかに重症化を防ぐかです。そのためには、国民一人ひとりが、３密を避け、睡眠を十分
にとり基礎免疫力を維持していくことが重要です。当院内科では、コロナウイルス対策をしっかりと行いなが
ら、通常の内科治療を皆様に提供してまいりますので、安心して受診なさってください。
栗橋診療科長

い耳
ん鼻
こ
う
科

2020 年 4 月～新しい常勤医の奥住沙也特任助教が着任しました。前任地は神奈川県立こども医療セン
ターで、小児耳鼻いんこう科の経験が豊富です。耳鼻科外来は通常通り、手術も毎週火曜日に鼻閉、アレル
ギー性鼻炎、睡眠時無呼吸患者を対象に、鼻閉改善手術・咽頭拡大手術を 1～2 泊入院で実施しています。
耳鼻科関係者一同緊張感を持って頑張って参ります。来年も宜しくお願い申し上げます。
中山診療科長

口腔外科

手術実績
口腔外科入院手術症例

記号

分野

Ａ-１ 歯・歯槽外科手術

Ａ-２ 補綴前外科手術／顎堤形成手術／骨移植手術
Ａ-３ 口腔・顎・顔面インプラントおよび関連手術

Ｂ-１ 消炎手術

Ｂ-２ 良性腫瘍・嚢胞・腫瘤形成性疾患等の手術
Ｂ-３ 唾液腺関連手術

眼科

手術名
智歯抜歯術
智歯以外の抜歯術
歯根端切除術
その他の手術
骨隆起形成術
その他の手術
インプラント摘出術
上顎洞底挙上術
その他の手術
顎骨骨髄炎消炎手術
腐骨除去術
その他の手術
軟組織腫瘍切除術
顎骨腫瘍切除術
顎骨嚢胞摘出・開窓術
唾石摘出術

合計
127
61
1
2
7
5
1
1
2
3
3
1
5
7
50
1

記号

2019 年度
分野

手術名
上顎骨骨折手術
下顎骨骨折手術（関節突起以外）
関節突起骨折手術
頬骨・頬骨弓骨折手術
顔面多発骨折手術
異物除去術
Le FortⅠ型骨切り術
下顎枝垂直骨切り術
下顎枝矢状分割術
オトガイ形成術
その他の手術

Ｃ-１ 顎顔面外傷手術／異物除去手術

Ｃ-２ 顎変形症関連手術／顎顔面骨延長術

手術実績と新任医師のご紹介

この度、北里大学病院より参りました、櫻井藍子と申します。患者様に寄り添った丁寧な医療
を心がけていきたいと思っております。大学病院で学んだことを活かしつつ、患者様の眼の健康
に少しでも貢献できるよう、精一杯頑張っていきますので、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願
いいたします。

市邉医師

飯田医師

飯島医師

櫻井医師

年度

年度

耳鼻いんこう科

手術実績と新任医師のご紹介

2019 年 4 月～横浜市立大学耳鼻咽喉科の後援を受けて中山が着任し、10 月に常勤 2 診体制と
なり、2020 年 4 月～新しい常勤医の奥住沙也特任助教が着任しました。奥住先生の前任地は神
奈川県立こども医療センターで、小児耳鼻いんこう科の経験が豊富です。

中山医師

奥住医師

合計
1
4
1
1
1
3
23
3.5
30
3
20

セミナー・市民公開講座は感染予防対策をとりながら今年度 9 月より再開いたしました。
セミナーのご報告と予定

●

歯科医師のための内科学

2020/10/15
2020/11/12
2020/12/3
2021/1/28
2021/2/25

●

矯正サテライトセミナー

2020/10/29
2021/2/4
2021/3/4
2021/3/25

●

歯科医院が知っておきたい、これだけでなんとかする感染症対策！～新型コロナウイルスからウイルス性肝炎まで
歯科医院が知っておきたい、高血圧患者の注意点 ～胸部大動脈瘤を見逃すな！
終了いたしました。
歯科医院が知っておきたい、糖尿病患者の注意点～インスリン治療の功罪とは？
歯科医院が知っておきたい、循環器疾患の注意点～これだけでなんとかする胸痛発作対応など
歯科医院が知っておきたい、消化器疾患～歯周病と腸内細菌の関係とは？

矯正治療における歯周病のリスクと咬合管理
成長期の矯正歯科治療の意義
矯正歯科から考える臨床咬合論
口蓋矯正用インプラントAnchor Lockを用いた治療戦略

終了いたしました。

インプラントサテライトセミナー

2020/10/22
2020/11/19
2020/12/10
2021/1/21
2021/2/18
2021/3/18

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

インプラントサテライトセミナーについて
※大学の講義等の関係で日程変更の可能性があります
今年度は新型コロナウイルス感染予防対策としまして
会場の他にWeb(ZoomまたはYOUTUBE)での併催をいたします。
詳細につきましては、別紙のセミナー日程表をご確認ください。

終了いたしました。

会 場：神奈川歯科大学附属横浜研修センター 7階大会議室
主 催：神奈川歯科大学附属横浜研修センター・横浜クリニック
時 間：18：00～19：30 （17：30受付開始）
参加費：無料
問合せ：045-313-0007（担当：深瀬）

市民公開講座のご報告と予定
2020/9/12
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 准教授
2020/9/26

あなたに教えたい便秘のイロハから最新治療 ～慢性便秘症からがん患者さんの便秘ま で～
講演者：吉原 努先生 横浜市立大学肝胆膵消化器病学 横浜市立大学附属病院 消化器内科 助教
神奈川歯科大学附属横浜クリニック 内科 非常勤

2020/11/14

知っておきたい白内障の基礎知識 ～白内障手術のホントのところ～

終了いたしました。

講演者：飯田 嘉彦先生 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 内科 非常勤
2020/12/12

コロナの時代を乗りきる 耳鼻咽喉と心のあり方
講演者：中山 明仁先生

2021/1/23

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

「 本当にいいの？インプラント治療！」
講演者：児玉 利朗先生

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院長 インプラント科 診療科長
４ページ

地域医療連携室から年末のご挨拶
今年は新型コロナウイルス感染症により、困難の多い 1 年となりました。横浜クリニック職員一同、感染
予防対策に取り組みながら地域医療へさらなる貢献とより良い医療を提供出来るように、努力していきたい
と考えております。
文末になりましたが、今年も大変お世話になりました。このような状況の中ではありますが、皆さまのご
健康と、益々のご繁栄を心よりお祈り申し上げます。

神奈川歯科大学附属横浜研修センター・横浜クリニック 地域医療連携室
〒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

