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どなたでも受診できます こうかんクリニック

各科紹介

〜 内 科 〜

水野嘉夫院長、鈴木修副院長、桐生恭好クリニック院長、稲垣恭孝医師、阿部
純久医師、奥山啓二医師、村松和浩医師、祝田靖医師、中川将広医師、広川雅
彦医師、鈴木竜司医師、大塚征爾医師、宮尾直樹医師の専門医スタッフに加え 4
人の内科専修医をメンバーとして診療を行っています。
日本鋼管病院は川崎市最初の総合病院として長い歴史を有し、内科は地域医療
に貢献してきた長年の実績を持っています。医師を初めとする内科医療スタッフ
すべては患者様と共同して病気の最善の予防、診断、治療を実現するための良き
協力者でありたいと考えております。
当院の内科は消化器内科、循環器内科、神経内科、腎臓内科・糖尿病内分泌代
謝内科、呼吸器内科など各専門別にわけて標榜しておりませんが、以下に紹介さ
せていただくように各専門医がそろっており高度の医療を実現しています。内科
が細分化されることによる縦割りの弊害がなく個々の患者様を中心に合同カン
ファレンスなどを通して内科各専門医が常に緊密に連携し診断治療に当たること
ができる特徴を有します。
また専門的日常診療のほか救急医療、高脂血症、糖尿病等の慢性疾患、生活習
慣病の生活指導啓発、人間ドック、脳ドックなどの検診、こうかん訪問看護ステー
ションとの連携による在宅医療まで幅広く地域医療のニーズに対応しておりま
す。平成 15 年 8 月より消化器・肝臓病センター、同年 10 月より糖尿病センター
を開設し、これらの疾患領域の更なる診療の充実を図っています。厚生労働省臨
床研修指定病院、内科学会認定教育病院に指定されており、研修医教育、よき内
科医師の育成にも貢献しています。内科各専門診療科 ( 消化器内科、循環器内科、
神経内科、腎臓内科・糖尿病内分泌代謝内科、呼吸器内科 ) 別の紹介は下記の各
専門医による記事をご覧下さい。血液疾患、リウマチ膠原病疾患については慶応
義塾大学病院血液内科 木崎昌弘先生、膠原病内科 平形道人先生の御二人の専門
医が月 2 回来院し緊密な連携体制をとり診療を行っています。なお神経内科特
別外来として里吉栄二郎 国立精神・神経センター名誉総長、消化器内科特別外
来として朝倉均 新潟大学医学部名誉教授の各外来を開設しています。また内科
各医師の詳細については当院のホームページの各科紹介も御覧下さい。
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鈴木修副院長

水野嘉夫院長

桐生恭好
クリニック院長

消化器内科

大塚征爾医師

広川雅彦医師

奥山啓二医師

稲垣恭孝部長

水野嘉夫院長、鈴木修副院長、朝倉均内科顧問 ( 新潟大学消化器内科名誉教授 )、桐生恭好クリニッ
ク院長のもと稲垣恭孝医師、奥山啓二医師、広川雅彦医師、大塚征爾医師、(10 月からは増田哲也医師
が赴任予定 ) にて外来、入院の多数の消化器病患者様の診療に日夜、頑張っております。
消化器・肝臓病センターの内科として当院の外科、放射線科と連携し科を超えた患者様中心の診療
を実現、川崎市の消化器救急医療にも大きく貢献しています。 当院の消化器内科は消化器病学会認定、
肝臓病学会認定の各専門医、指導医と両学会評議員、消化器内視鏡学会認定専門医を多数擁し消化器
病学会認定施設、肝臓学会認定施設、消化器内視鏡学会認定施設となっており、全国的にみてトップ
レベルの診療を行っています。例えば内視鏡を用いた消化管出血の止血、食道、胃、大腸の早期癌の
EMR( 内視鏡的粘膜切除術 )、胃癌では IT ナイフを使い更に拡大切除する ESD( 内視鏡的粘膜下層切
開剥離術 )、食道静脈瘤結紮術および硬化療法、消化管や胆管の悪性狭窄に対するステント挿入、総胆
管結石に対する内視鏡的結石除去術、内視鏡的胃瘻造設術など、肝疾患としてはＢ型肝炎のラミブジン、
アデフォビルによる治療、C 型肝炎のペグインターフェロン + リバビリン併用療法、自己免疫性肝疾
患の診断治療、放射線科と共同して肝癌の早期診断 ( エコー、CT、MRI、血管造影と CT を組み合わせ
た CTAP、CTHA) と最新治療 ( ラジオ波治療など ) などを施行しています。是非御相談下さい。

循環器内科
中川将広医師

阿部純久部長

高齢化社会の到来に伴い、心血管疾患は増加し続けてい
ます。とくに冠動脈硬化を基礎に発症する狭心症、心筋梗
塞や、高齢者の大動脈弁狭窄症、ペースメーカー治療を必
要とする洞不全症候群などの患者様は多くなっています。
平成 16 年 3 月に阿部医師が赴任し、循環器内科は二人

体制になりました。従来も心電図検査・心エコー図検査・アイソトープ検査などの、非侵襲的検査は
活発に行ってきましたが、専門医二人となって心臓カテーテル検査数が増加し、またそれまで施行さ



れていなかった PTCA、冠動脈ステントなどのインターベンション治療も開始しました。これまでは
かかりつけの患者様や救急で来院された急性心筋梗塞・狭心症の方も、他院にお願いせざるを得ませ
んでしたが、看護師・レントゲン技師・臨床検査技師と協力体制を作り、日中のみならず休日や夜間
にも対応できるようになりました。平成 17 年 4 月には中川医師が前任の三谷医師の後任で赴任し、イ
ンターベンション治療数はさらに増加しています。
循環器疾患には冠動脈疾患の他にも、不整脈、心不全などがあり、病態に応じた適切な治療が必要
です。当院では患者様・ご家族の方との話し合いを密に行い、納得いただいた上で、現時点で最も妥
当と考えられる治療法を選択するように致しております。

村松和浩部長

神経内科
神経内科は専門性の高い領域ですが当院では神経内科専門医は一人のみで脳神
経外科もないため、多忙を極め孤軍奮闘しています。専門医の資格としては内科
学会認定医、日本神経学会専門医、日本脳卒中学会専門医、日本頭痛学会専門医
などを取得し、神経疾患全般にわたり診療しています。

対象疾患としては、脳血管障害 ( 脳梗塞、脳出血など )、神経変性疾患 ( パーキンソン病、脊髄小脳
変性症、筋萎縮性側索硬化症など )、脱髄疾患 ( 多発性硬化症など )、認知症 (Alzheimer 病など )、頭
痛 ( 片頭痛、緊張性頭痛など )、筋疾患 ( 筋ジストロフィー、重症筋無力症など )、感染症 ( 髄膜炎、脳
炎など )、多発神経炎 (Guillain-Barre 症候群など ) など多岐にわたります。よって、マンパワーさえ
あれば、患者様サービスとしても、ただ神経内科専門外来というよりもパーキンソン外来、頭痛外来な
どの専門外来を行いたいところです。まず平成 17 年９月より物忘れ外来を開設しました。さらに、今
後は病診連携として開業医の先生方と一緒にパーキンソン病、頭痛、認知症などの医療セミナーを開か
せていただいて勉強し、神経疾患患者様の紹介、逆紹介を行うことにより地域医療に貢献できるよう
に計画しています。ギブアンドギブの精神で努めたいと思いますので、医師会の先生方には是非ご理
解していただけるとありがたいと思っています。また脳の健康診断として脳ドックを行っており、頭部
MRI、
MRA による無症候性脳梗塞、
未破裂動脈瘤などの発見をとうして予防医学も念頭に置いています。

祝田 靖部長

腎臓内科
祝田靖医師のもと、急性腎不全や慢性腎不全、ネフローゼや腎盂腎炎などの病
気の診断と治療にあたっています。また、血液透析導入や透析患者様の合併症の
ための入院透析に対応しています。
特に、慢性腎不全の保存期という透析を始める前の状況では、血圧管理や薬物

療法に加え食事療法、日常生活の注意などが重要となります。これに対し、1 〜 2 週間ほどで腎臓病
の知識を身に付け、食事療法も体験できる慢性腎不全の教育入院や、腎臓病食の料理講習会や学習会
などの腎臓病教室を開催して、患者様教育にも力を入れています。
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糖尿病内分 泌 代 謝 内 科
鈴木竜司医師

糖尿病、甲状腺疾患や各種内分泌疾患、肥満症などの診断、治療を行っています。
特に糖尿病については、糖尿病センターを立ち上げ、日本糖尿病学会専門医であ
る鈴木竜司医師を中心に看護師、薬剤師、管理栄養士、臨床検査技士、理学療法
士など多くの部署が連携して、糖尿病の診療と患者様教育にあたっています。現
在、糖尿病治療の専門家である糖尿病療養指導士の資格をもつスタッフは 18 名

を数え、充実した体制で二週間の糖尿病教育入院や外来患者様対象の糖尿病教室、外来インスリン導入、
栄養指導など糖尿病診療を行っています。さらに、当院主催の料理講習会やウォークラリーなどを企
画し、ツツジ会 ( 当院の糖尿病患者会です ) の方をはじめとして多くの方の参加をいただいています。

呼吸器内科
宮尾直樹医師

呼吸器内科に関しては、喘息をはじめ、慢性肺気腫、肺癌、間質性肺炎、肺炎全般、
サルコイドーシス、塵肺、肺血栓塞栓症、睡眠時無呼吸症候群と様々な疾患があ
ります。それらの治療はもちろんのこと、当科では呼吸器疾患の様々な原因とな
るタバコの喫煙に対しても、禁煙外来を設けて予防に努めています。
喫煙は健康を害するばかりでなく経済的にも長期にわたれば大きな損失になり

ます。癌に関しては、肺気腫はもとより肺癌、咽頭癌、食道癌、胃癌、胃潰瘍、膀胱癌の発症や女性の場合、
妊娠中なら流産も増加させます。経済的には 1 日 2 箱喫煙すれば 30 年間で 600 万円の出費になります。
そのうち 60% は税金ですから、まさに煙となって消えてしまうのです。
禁煙外来は毎月第一土曜日の午前に開設されており、予約なしで受診できます。また自費診療とな
りますので 2 ヶ月の治療で計 33000 円程度かかり、これは、毎日タバコ 2 箱喫煙する場合の費用と
同程度だと思ってください。
内容としては胸部レントゲン、心電図、尿中のニコチン濃度の測定と簡単なアンケートを行い、タ
バコの害に関しての解説を行い、治療の適応であればニコチンパッチの処方をします。本施設での成
功率は 2 ヶ月での治療期間で 80% 以上と非常に良好です。もし周囲に禁煙をしたくても、なかなかきっ
かけが見つけられない方がいらっしゃるようならご紹介ください。

内科特別外 来 （こうかんクリニック）
次の３つの特別外来があります。
特別外来

外来担当医師

神経内科
月１回

消化器内科
（潰瘍性大腸炎、
クローン病、
他消化管全般）

毎週（金）午後

里吉栄二郎
国立精神・神経センター名誉総長

朝倉

均

新潟大学医学部名誉教授


リウマチ外来
第1、3（木）午後

平形道人
慶応義塾大学講師

地域の皆様とともに
地域合同防災訓練（3/11）
日本鋼管病院と 6 町内会の皆さんとの合同防災訓練の模様をご紹介します。
大規模地震発生を想定し、大勢のけが人が出た場合病院はどのように対処するのか。。。
町内会の皆さんに参加いただき、医師や看護士と共同で地域一体となって訓練を行いました。
本年はクリニック中心の訓練を行いました

防災訓練に先立っての
島田連合会長によるご挨拶

療養型病棟（2 北病棟）の様々な行事に、ボランティアの方が参加してくださっています

クリスマスコンサート
神奈川県衛生看護専門学校
第一看護学科の皆さん

（

）

ハーモニカグループの
皆さんによる演奏会

夏祭りでは多くのボランティアの
方にご協力いただきました

田島地区社会福祉協議会
婦人部研修会に参画 (3/19）
研修会では、眼科井上医師が
「白内障について」との演題で
講演を行いました。



高校生 1 日看護体験の
参加者の皆さん
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「地域に根差した医療｣はこうかん会の基本理念です。
日本鋼管病院、こうかんクリニックいずれも地域の皆様にひらかれたどなたでも受診できる医療機関として親しまれて
います。今回は、地域の方々（町内会、学校、
ヴォランティアの方等）とのふれあいの一コマをご紹介いたします。

川崎商工会議所で当院主催
医学セミナー実施（6/10）

夏祭り（8/7）

セミナーでは、外科菅
医師が「乳がん あな

東鋼親和会の御みこしが
病院にやってきました。

たは大丈夫ですか?」
との演題でセミナー
を行いました。

看護の日フェスティバル（5/12）

クリニックにて

ボランティアの皆さんです

♪ 医 師 紹 介 ♪
2005 年 5 月から 8 月までの間に
入職された医師を紹介いたします。
内科

堀内

奈緒（5月1日付）

神経科

中山

綾子（5月1日付） 堀内

内科

相澤

豊昭（6月1日付）

内科

山田

祥岳（6月1日付）

産婦人科

山田

満稔（6月1日付）

水江診療所

新見

亮輔（6月1日付）

鶴見診療所

千葉

宙門（6月1日付）

耳鼻咽喉科

安藤

麗子（7月1日付）

放射線科

上竹亜記子（7月1日付）

主任医員

こうかんクリニック 院長 桐生

奈緒

中山

綾子

相澤

豊昭

山田

祥岳

山田

満稔

新見

亮輔

千葉

宙門

麗子

上竹亜記子

桐生

恭好

近藤善二郎

恭好（8月1日付）

産婦人科 主任医員 近藤善二郎（8月1日付）
写真左上から

安藤



ご意見箱

POST

Q

食事時に出される果物について
果物（特に柑橘類）の切ってあるサイズが大きすぎて食べづらい。入院して
いる人たちは老年者が多いのが実態だと思います。もっと食べ易いように工
夫をして下さい。

《 食中毒防止に万全な配慮を 》
A 果物は皮をむくときに、手や包丁・まな板などから菌が移ってしまう——
２次汚染の心配があります。もちろん、手袋をし、包丁やまな板も当然消毒し
たものを使用します。衛生には十分な配慮をしていますが、絶対に安全とは言
い切れません。
できるだけ、ほかのものと接触する機会を少なくすることが食中毒防止に有
効な手段です。
そのような理由で、
果物の切り込みは必要最小限としています。
高齢の方や手のご不自由な患者さまの場合には、その旨を伝えていただけ
れば、十分に衛生に配慮をして、食べ易い適切な大きさに切ってお出しするこ
とは可能です。

Q 私がクリニックで朝早く来て、並んで再来受付の始まるのを待っている
と、並ばないで、一番に受付け機を操作してる人がいました。順番を守って下
さい。守る方法を考えて下さい。
A 受付開始時間帯（8：15）は職員 名が立ち合い、整然と受付けを行って頂
くように務めております。
（順番の遵守、受付機の操作ガイド等）今回のご指摘
は何らかの理由で 名体制が 1名になったときに起きた出来事と思われます。
受付開始時の混み合っている時間帯は特にそのようなことが起きないよう、
よりしっかりとご案内をしていく所存です。また順番を守る方法として「番号
札の配布」などのご意見を頂きますが、
「一人の方が、他の方のために複数枚数
を確保する」などのクレームを発する可能性も考えられたことから当院とし
ては実施の段階にはありません。
本紙面をお借りし、診療にご来院いただく皆様には
「予約（電話予約もあり
ます）」を優先して頂くことを重ねてお願いします。
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