
 

 

 

 

 
 

 

 
青葉が目にまぶしいこの頃、皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

この度、平成３０年４月より沼津市立病院呼吸器外科に赴任致しました大岩加奈と申します。この場

を借りてご挨拶を申し上げます。 

 当科の特徴は、完全鏡視下手術です。内視鏡手術は２つの小さな傷で行う「二窓法」、背中は刺し傷

のみで手術操作を胸側の1つの傷から行う「One window & one puncture method」、胸腔鏡も手

術の傷から挿入する「One window method」、すなわち「単孔式」のアプローチ方法で行います。従

来の開胸手術と比べて、低侵襲な手術のため術後疼痛の軽減や創整容性に優れています。そのため、社

会生活への負担は軽減し、早期社会復帰が可能となります。 

当科で取り扱う疾患は、主に原発性肺癌、転移性肺腫瘍、縦隔腫瘍、気胸、良性肺腫瘍、膿胸、外傷

性気胸・血胸・肺挫傷などです。また、診断未確定のびまん性肺疾患に対する肺生検や胸膜腫瘍、原因

不明の胸水貯留に対する胸膜生検など、診断目的の手術も行います。胸腔鏡手術が困難な症例に対して

は、開胸手術を行います。当科は、東海大学呼吸器外科と連携をとり、診療を行います。 

患者の日常生活を重視した治療を心がけ、地域に根差した科を目指しています。そのためには、地域

医療にかかわる先生方、関係者の方々との連携が大切だと考えています。静岡県東部地区の医療の充実

の一端が担えるように努めていきますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。 
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診療科の紹介 
 

 

 

各科の医師が診療内容等をご紹介します。ぜひ、多くの患者様をご紹介くださいますようお願い申し上げます。 

診療科 医師氏名 実施している検査や手術、特長等 

総合内科 
古川 祥子 

後藤 信昭 

吉田 喜子※ 

広く浅く内科疾患を診療しています。 

内科的疾患と思われるが、何科に紹介していいか分からない場合な

ど、専門診療科に紹介できないような時は、当科へご紹介をお願い

します。 

糖尿病・内分泌代謝内科 北川 裕 

古川 祥子 

糖尿病・内分泌代謝内科は、常勤2名で診療にあたっています。主

に糖尿病や甲状腺疾患を中心に診療しております。２名とも糖尿病

専門医ではありますが、病棟は1人で対応しており、新規に引き受

けられる患者数には限界はありますが、必要なときはご紹介くださ

い。 

神経内科 姉崎 利治 

神経内科は、常勤医1名のみで、午前中は月曜日から金曜日まで毎

日外来を行っています。従って、新患は完全紹介予約制です。火曜

日・金曜日は、特定疾患患者中心の難病外来日です。外来中の午前

中は、急患に対応はできません。平成29年4月時点で、特定疾患

患者が188名であり、特定疾患患者が外来患者の4割以上を占め

ます。 

呼吸器内科 

吉田 康秀 

飯岡 義教 

廣田 浩介 

肺炎を中心とする肺感染症、各種肺アレルギー疾患、喫煙による慢

性閉塞性肺疾患、各種間質性肺炎など多岐にわたる肺病変につき診

断治療をしています。 

消化器内科 

篠﨑 正美 

中川 彰彦 

久保田 教生 

宮城島 大輔 

笠松 伸吾 

藤田 尚人 

杉村 薫 

鈴木 宏將 

消化管出血（食道静脈瘤、胃・十二指腸潰瘍、憩室出血）、ピロリ胃

炎、胃癌、潰瘍性大腸炎、クローン病、大腸癌、腸閉塞、B型肝炎、

C型肝炎、肝硬変、肝細胞癌、胆石症、膵炎、膵癌など 

消化器内科で扱う病気は多種多様ですが、上記すべての疾患の治療

が可能です。 

循環器内科 

＜ペースメーカー外来＞ 

伊藤 浩嗣 

原 英幸 

村上 雅美 

五十嵐 建 

永田 貴子 

加藤 彩美※ 

狭心症、不整脈、心不全等、幅広く診療にあたっています（循環器

専門医3名、不整脈専門医1名）。2017年度は心臓カテーテル検

査462件（うち冠動脈ステント留置術164件）、カテーテルアブ

レーション64件、ペースメーカー植込み術37件を施行しました。

内科的な加療が困難な、重症の冠動脈疾患や弁膜症についても、心

臓血管外科と連携し手術を含めた加療が可能です。 

リウマチ膠原病科 澤木 俊興 

炎症性関節炎、膠原病、膠原病類縁疾患や、それら患者さんの合併

症診療を行っております。皮膚、関節、肺など、複合的な病態の患

者さんも御相談下さい。地域医療連携室で予約承っています。 

健康管理科 菊地 保治 

基本的な健診から人間ドック、より高度なオプション検査（脳・乳

がん・子宮がん）まで、各種行っており、それぞれの専門医が対応

しています。お気軽にご相談下さい。 



足病外来 
秦 まき 

中束 和彦 

ハイリスクの糖尿病患者さんの足を守ることを目的として、治療や

ケアをおこなっています。神経障害や循環障害の有無を調べたり、

爪切り、胼胝処置をしています。地域医療連携室を通してご予約下

さい。 

小児科 

村林 督夫 

福原 淳示 

能登 孝昇 

大島 正成 

野口 哲平 

一般診療はもとより、周産期新生児医療、救急外来診療を行ってお

ります。特殊外来では循環器、神経、内分泌外来を行っている他、4

月から代謝外来も開設しています。 

外科 

福長 徹 

菅本 祐司 

田﨑 健太郎 

佐塚 哲太郎 

浦濱 竜馬 

水藤 広 

木村 正幸 

併存症のある高齢がん患者から、小児外科との連携でいわゆるAYA

世代まで、広い年齢層に応じた適切な外科治療を行います。 

3 人の内視鏡外科技術認定医のもと、食道癌や肝切除から虫垂炎、

ヘルニアまで多くの内視鏡下外科手術を導入しています。 

診断から術後フォローまで含めた乳癌診療や、救急センター経由の

重症多発外傷まで受け入れ可能です。 

整形外科 

＜脊椎・脊髄＞ 

望月 眞人 

相庭 温臣 

門田 領 

脊椎指導医資格を持つ脊椎・脊髄疾患の専門的医師3名が、他の整

形外科医師の協力のもとで、年間350件程度の脊椎・脊髄手術を行

っています。 

手術：頚椎前方除圧固定術・顕微鏡を用いた低侵襲手術など 

疾患：頚椎症・頚椎後縦靱帯骨化症・腰部脊柱管狭窄症・脊髄腫瘍

など 

＜一般＞ 

下山 勝仁 

向山 俊輔 

穗積 崇史 

小田切 拓磨 

北條 篤志 

外傷、変性疾患はもとより、肩関節、股関節、膝関節、足部の関節

疾患、スポーツ関連疾患に対応します。 

特に肩関節、膝関節は関節鏡手術を得意としています。 

骨、関節、筋肉のことなら何でもご相談下さい。 

形成外科 
中束 和彦 

寺内 雅美※ 

外傷・腫瘍・先天異常による体表の醜状を対象に、外科的手技を主

な手段とし、治療を行っております。足病外来と連携し、糖尿病足

病変の患肢温存を目指しております。尚、美容外科疾患は取り扱っ

ておりません。 

脳神経外科 

北村 惣一郎 

岩﨑 浩司 

奥原 徹也 

脳血管障害では、MRI、脳血流測定、脳血管撮影などの検査器機を

駆使して、正しい診断および治療を目指しています。循環器内科と

の連携を非常に重要視しております。 

外傷では、軽微なものから、頭部のみでなく多臓器にわたる外傷ま

で対応可能です。 

小児外科 
浅井 陽 

橋本 真 

静岡県東部唯一の小児外科手術が可能な施設として、常勤医2名（小

児外科専門医1名）で一般小児外科・小児泌尿器科疾患の診療、救

急対応を行っております。小児外科疾患を疑う際には是非ご相談く

ださい。 

呼吸器外科 大岩 加奈 

胸腔鏡手術を中心に原発性肺癌、転移性肺腫瘍、縦隔腫瘍、気胸、

良性肺腫瘍、膿胸、外傷性気胸・血胸・肺挫傷に対して外科的治療、

処置を行います。また、肺生検や胸膜生検、リンパ節生検など診断

目的の手術も行います。いつでもご相談ください。 



心臓血管外科 

深田 睦 

坂上 直子 

竹内 祐貴 

低侵襲治療に積極的に取り組んでいます。 

心拍動下冠状動脈バイパス術、胸部・腹部大動脈瘤に対するステン

トグラフト内挿術、下肢閉塞性動脈硬化症に対する経皮的血管形成

術、下肢静脈瘤に対する血管内焼灼術等 

皮膚科 

秦 まき 

岩田 和子 

久保田 圭子※ 

皮膚疾患全般（アレルギー性皮膚疾患、皮膚感染症、自己免疫性疾

患、炎症性角化症、皮膚腫瘍など）を診療しています。紫外線（PUVA、

ナローバンドUVB）治療や、乾癬に対する生物学的製剤の投与もお

こなっています。 

産婦人科 

辻井 篤 

門 智史 

内藤 成美 

深瀬 正人 

齋藤 朋子 

紹介予約制 （地域医療連携室を通して予約をお取り下さい） 

産科：低～中リスクの妊娠・分娩 

婦人科：良性疾患の開腹・鏡視下手術(腹腔鏡・子宮鏡)、上皮内癌の

診断・治療、骨盤臓器脱の保存治療・手術(含メッシュ)、過多月経に

対する子宮内膜焼灼（浸潤癌は静岡がんセンターにご紹介下さい） 

生殖：一般不妊検査・治療、体外受精 

眼科 佐々木 康 

眼科一般（白内障、緑内障、網膜疾患、視神経疾患、結膜疾患、角

膜疾患など）、全身疾患から生じる眼病変、小児の屈折異常など幅広

く対応しております。手術は白内障、緑内障、硝子体手術、硝子体

内注射（抗 VEGF 療法）、眼瞼下垂症、眼瞼内反症、眼瞼痙攣に対

するボツリヌス注射などを行っております。お気軽にご相談下さい。 

耳鼻いんこう科 

（頭頸部外科） 

佐々木 豊 

鈴木 高広 

美馬 正人 

森 泰樹 

中村 友樹 

中耳炎の中耳鼓室手術、副鼻腔炎や鼻腔腫瘍に対する副鼻腔内視鏡

手術を行っています。また、唾液腺腫瘍や甲状腺腫などの頭頚部外

科を中心に診療しています。乳幼児難聴指定施設でもあります。 

放射線科 

藤本 肇 

土屋 智史 

阿久津 陽 

320列のマルチスライスCT、3テスラのMRI等の精鋭な診断機器

を備え、全身のさまざまな領域の画像診断に対応しています。病診

連携を通じて医師会会員の皆様に幅広くサービスを提供していま

す。どのような画像診断手法を用いるのがよいか迷った時にも、放

射線診断専門医が直接相談に乗ります。お気軽に電話でご相談下さ

い。 

麻酔科 萩谷 雅人 

外来では急性、慢性問わず、痛みに特化した治療を行っております。 

帯状疱疹後神経痛や腰痛症などが主なものですが、その他顔面神経

麻痺に対するブロック治療なども施行しています。 

歯科口腔外科 
岩重 洋介 

井染 洋 

歯科口腔外科は常勤2名で診療にあたっております。虫歯治療や歯

槽膿漏の治療は行っておりませんが、一般歯科では困難な抜歯、歯

科インプラントから口腔粘膜疾患、口腔乾燥症、顎関節症、外傷ま

で対応しております。 

口腔関連疾患でお困りの際はご紹介宜しくお願い申し上げます。 

※・・・非常勤医師  なお、非常勤医師のみの腎臓内科、泌尿器科については省略しています。ご了承ください。 

＜紹介予約・外来受診・救急等についてのお問い合わせ＞ 

地域医療連携室 TEL 055-924-5122 FAX 055-924-5175 （平日8：30～17：00） 

※上記時間帯以外の救急については、救命救急センター（TEL 055-924-5100）へお問い合わせください。 


