
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■新年度のご挨拶 院長 有井 滋樹 

 

 いよいよ平成 28 年度がはじまりました。3 年前に植えた病院の駐

車場の桜もだいぶ背丈が伸び、花壇の植栽にも負けじと咲き誇ってい

ます。その風雪に耐えて咲き誇るソメイヨシノを眺めると、新年度に

臨む清新な気持ちが湧き起こってまいります。 

 さて、4 月は人事の季節でもあります。すべての職域で多くの人事

異動や新たな入職があり､医療職の欠員はほぼ満たされました。医師

につきましてはまだまだ不足していますが、新任の医師が 11 名入職

しました。次ページに紹介させていただきますが、消化器内科、内分泌代謝内科が 1 名増員と

なり、それぞれ 3 名体制となりました。整形外科につきましても昨年度中途から 1 名休職して

いましたが、5 名体制にもどりました。外科、脳神経外科、呼吸器内科につきましては一部交

代しましたが、医師数に変わりはございません。 

 今年の診療報酬改定は予想通りマイナス改定であり、厳しさは増すばかりです。ただ、どの

ような状況になろうとも医療現場では良質の診療、看護を心を込めてやり抜くことを最も大切

にしてまいりたいと思います。昨年度は電子カルテの導入や地域包括ケア病棟を設置しました。

今年度は昨年度より多少なりとも診療・看護体制は充実しましたので、地域医療支援病院とし

て断らない医療を目指してまいる所存ですので、何卒、引き続きよろしくお願い申し上げます。 
 

第２０回浜松ＥＡＳＴ医療連携セミナー開催について 

 平成２８年５月１１日（水）に浜松ＥＡＳＴ医療連携セミナーを下記のとおり開催いたしま

す。今回は「腎臓疾患」がテーマです。ご多忙中恐縮ではございますが、ご出席いただけます

ようお願い申し上げます。 

記 

日  時：平成２８年５月１１日（水）１９：３０～２１:００ 

場  所：浜松労災病院 ６階 大会議室 

  

 平成 28年 

 ４月号 

 第 380号 
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■新任医師紹介 
 

 

●消化器内科 副部長 大田 悠司（ｵｵﾀ ﾕｳｼﾞ） 

 平成 28 年 4 月より浜松労災病院消化器内科副部長に就任いたしました大

田悠司と申します。平成 15 年 4 月より京都大学医学部附属病院消化器内科に

入局し、同病院を 1 年間研修後、平成 16 年 4 月より浜松労災病院で内科研修

をさせていただきました。研修終了後も平成 23 年 3 月まで消化器内科として

勤務し同年4月より京都大学消化器内科大学院にすすみ平成27年より京都大

学消化器内科医員として 1 年間勤務後、この度浜松労災病院に勤務となりま

した。 

 浜松という土地は気候や人々の人柄もよく、祭りが熱い印象があります。また医師として初めの

重要な時期を過ごさせていただいた土地なため、非常に思い入れがあり、また感謝している場所で

す。 

 この度 5 年ぶりに浜松に来ることになりました。浜松労災病院という地域の中核病院で消化器

内科副部長という重責を負うことに重圧もありますが、少しでも地域医療の助けになるよう頑張り

たく思います。皆様、よろしくお願い申し上げます。 

 

●消化器外科 副部長 隅田 仁（ｽﾐﾀﾞ ﾋﾄｼ） 

 4 月 1 日より浜松労災病院消化器外科へ着任いたしました隅田仁と申しま

す。 

 私の経歴ですが、平成 14 年京都大学医学部を卒業し、静岡市立静岡病院外

科で 1年間、続いて京都大学医学部外科系ローテーション研修を 1年間行い、

平成 16 年より彦根市立病院外科に 2 年間、平成 18 年より公立豊岡病院外科

にて 3 年間の勤務の後、平成 21 年より京都大学消化管外科教室にて大学院生

として 6 年間研究いたし、平成 27 年よりあらためて京都大学消化管外科に医

員として勤務の後、こちらへ伺う次第となりました。やや研究期間が長かったため、臨床は初心に

立ち返って向き合う所存です。特にこの十数年間の間に進歩した内視鏡手術は今後の外科医療にお

いてますます重要となることが予想され、真摯に取り組みたく考えております。今後とも何とぞよ

ろしくお願いいたします。 

 （資格等）日本外科学会専門医 

 

●消化器内科 北山 嘉隆（ｷﾀﾔﾏ ﾖｼﾀｶ） 

 4 月 1 日より着任いたしました消化器内科の北山嘉隆と申します。 

出身は大阪で 2010 年に川崎医科大学を卒業し大阪市立大学病院にて初期研

修を修了し現在兵庫医科大学消化管科に所属しております。 

浜松は初めてですがとても良い環境であると感じております。 

 医師として今年 7 年目でまだまだ若輩ではありますが、この地域の医療に

貢献できるよう努力していきますので今後とも何卒宜しくお願い申しあげま

す。 

（資格等）日本内科学会認定医、日本ヘリコバクター学会認定医 



■新任医師紹介 
 

 

●整形外科 副部長 濱本 洋輔（ﾊﾏﾓﾄ ﾖｳｽｹ） 

 今年度より浜松労災病院整形外科に着任しました平成 17 年卒の濱本 洋輔

と申します。 

 地元は静岡市で浜松にも非常に馴染みがあります。初期研修、後期研修と静

岡で、その後京都の方で医療に携わらせて頂いておりました。再び静岡の地に

帰ってこられたことを嬉しく思います。気候も人柄も暖かいこの風土の中で地

域医療に貢献できればと思います。 

 整形外科の中では専門といったものは特にありませんが、自分の今迄学んで

きた環境から、膝関節、肩関節に対して人工関節もしくは関節鏡を充実させていければと考えてお

ります。また、大学ではリウマチ、腫瘍のグループに属させて頂いた事により診療に迷った軟部腫

瘍やリウマチのグレーゾーンの患者等紹介して頂ければ幸いです。微力ながら皆様のご助力になれ

ばと思います。 

 今後ともよろしくご指導ご鞭撻の程よろしくお願い致します。 

 ●麻酔科 副部長 浦岡 雅博（ｳﾗｵｶ ﾏｻﾋﾛ） 

 4 月 1 日より浜松労災病院麻酔科副部長に着任致しました浦岡 雅博と申し

ます。 

 地元は千葉でありますが、浜松医科大学に進学したことが、浜松と縁ができ

たきっかけです。浜松の過ごしやすさにひかれ、そのまま残りました。春には

浜名湖で潮干狩り、夏は川遊び、冬は車でちょっと走るとスキー（私自身、ス

キーは上手ではありませんが、家族が大好きなので連れられて行っている感じ

でしょうか）ができる一方、東京・名古屋にアクセスしやすい雪の降らない浜

松は魅力的です。 

 2001 年に卒業後、麻酔科医としては 10 年以上になりますが、知識、技術、経験とまだまだ至

らない点も多く、ご迷惑をおかけするかと思いますが、浜松労災病院の戦力になれるよう精進して

参る所存です。手術麻酔を通して地域における浜松労災病院の中核病院としての役割を果たす一助

になれればと考えています。よろしくお願い申し上げます。 

（資格等）日本麻酔科学会認定医、日本麻酔科学会指導医、日本麻酔科学会専門医 

 

●消化器外科 村瀬 芳樹（ﾑﾗｾ ﾖｼｷ） 

 この度浜松労災病院に着任しました村瀬芳樹と申します。 

 私は、東京医科歯科大学を卒業後平成 26 年 4 月に医師としての第一歩を踏み 

出し、1 年目は埼玉県の草加市立病院で、2 年目は東京医科歯科大学医学部で初

期研修医として勤務して参りました。 

 この春より、母校の消化器・一般外科に入局し、後期研修医として浜松労災

病院にて着院することとなりました。外科医として 1 年目に新天地で診療を行

えることに、少しの不安と大きな期待を抱えやってまいりました。 

 3 年目とまだまだ未熟ではありますが、精進して参りますので先生方のご指導ご鞭撻の程をよろ

しくお願い致します。 



■新任医師紹介 
 

 

●呼吸器内科 土屋 一夫（ﾂﾁﾔ ｶｽﾞｵ） 

 平成28年4月1日より浜松労災病院の呼吸器内科に着任しました土屋一夫

と申します。 

 浜松医科大学を卒業後、静岡済生会病院で初期研修を行い、静岡市立静岡病

院の呼吸器内科での勤務を経て、久しぶりに浜松の地に戻ってまいりました。 

 慢性期～急性期にかけてのあらゆる呼吸器内科全般の診療を行ってきまし

た。今までの経験を生かして地域医療に少しでも貢献できればと考えておりま

す。 

 浜松市内での診療は初めてであり、また電子カルテ等のシステムや環境の変化など慣れないこと

も多く、ご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、一つ一つの仕事を丁寧に行うことを心が

けて精進してまいります。 

 何卒ご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 

（資格等）日本内科学会認定医 

 

●整形外科 片岡 正尚（ｶﾀｵｶ ﾏｻﾅｵ） 

 平成 28 年 4 月 1 日より浜松労災病院整形外科に着任しました片岡正尚と

いいます。 

 平成 23 年京都大学を卒業し、4 年間京都での研修生活を送り、昨年度は静

岡県立総合病院で研修させていただきました。今年で医師 6 年目となります。 

 現在整形外科後期研修中のため専門はまだありませんが、人工関節をサブ

スペシャリティとした整形外科ジェネラリストになれればと将来を思い描い

ております。まだまだ手術手技、外来診療ともに未熟ではありますが、浜松

の地域医療に貢献すべく精進していく所存です。 

 地域の先生方にもご迷惑をおかけすることがあるかと存じますが、ご指導ご教授のほどよろしく

お願いいたします。 

 

●脳神経外科 松本 直樹（ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ） 

 ４月より浜松労災病院脳神経外科に着任しました松本直樹です。 

 生まれは大阪で、京都大学脳神経外科医局に入局し、この度、浜松労災病

院に勤務する事となりました。３か月間と大変短い期間ではございますが、

開業医の皆様、よろしくお願いいたします。 

 また、片麻痺や失語など脳疾患を疑う症例がございましたら、いつでも当

院にご紹介ください。当院退院後は処方継続や血圧管理などでお世話になる

かと思いますが、何卒よろしくお願いいたします。 

（資格等）脳神経外科専門医 

 

 

 



■新任医師紹介 
 

 

●内分泌代謝内科 河野 英理子（ｺｳﾉ ｴﾘｺ） 

 4 月より浜松労災病院内分泌代謝内科へ配属となりました。よろしくお願い

いたします。 

 不慣れな点が多く、ひとつひとつ教えていただくことばかりで、ご迷惑をお

掛けしてしまう場面も多いかと推測いたします。一日も早く地域の皆様のお役

に立つことができるよう、当院および地域の先生方のお力添えをいただきなが

ら精進いたしたく存じます。若輩ですが、何卒よろしくお願いいたします。 

 

 

●初期臨床医 九反 美沙紀（ｷｭｳﾀﾝ ﾐｻｷ） 

 初期臨床研修医 1 年目の九反美沙紀です。 

 出身は静岡市で、今年の 3 月に浜松医科大学を卒業しました。趣味は読書

で、好きな作家は小川洋子、村上春樹、遠藤周作、村上龍、森博嗣、中村文則

その他沢山います。社会人としても 1 年目なので、医療以外の色々な事も学

んでいけたらと思います。 

 将来の志望科は精神科ですが、幅広い視野で診療のできる医師になりたいと

考えていますので、どの科でも学べるだけ学び、多くの経験をしたいと思って 

います。初日から何人もの職員の方々にお世話になり、助けて頂き、とても親切な方達に恵まれた

環境だなと有り難く思っています。 

 これから医師として最初の 1 年なので、充実した濃い 1 年となるように頑張りたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○遠鉄バスをご利用される場合        

浜松駅バス乗り場１０番より、 

・蒲小沢渡線（系統番号 71,74,78） 

労災病院下車 

・労災・篠ヶ瀬線（系統番号 85） 

労災病院下車 

・笠井線（系統番号 70）子安下車、 

徒歩１０分 

・磐田線（系統番号 80）子安下車、 

徒歩１０分 
●東名高速道路をご利用される場合 

浜松 ICより２０分 
●タクシーをご利用される場合 

JR浜松駅より約１５分 
 

 

独立行政法人 労働者健康安全機構    電話 053-411-0366    受付時間 

浜松労災病院 地域医療連携室   fax  053-411-0315   月～金 8:15～18:00 土 8:15～12:00 

 

 


