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だ だ よ よ り り 

患者さまの医療情報を地域で共有し、包括的な支援を提供します。 

びわ湖メディカルネット 

お問い合わせ先 ☎077-582-5215 

  

 当院整形外科へ紹介いただければ、骨密度測定とセットで診察し、
薬処方のご案内もさせていただきます。 

 いつでも地域医療連携室での予約をお待ちしています。ご紹介後
は、逆紹介させていただきます。 

  骨粗鬆症の予防と継続した治療で  

健康寿命を延ばしましょう！ 
 「断らない救急」を実践している当院で、当科
は24時間365日体制で待機医師を配置しており、

待機看護師と協力し消化管出血など消化器救
急疾患に対する緊急処置が行えるように備えて
います。 

 経口抗ウィルス治療の進歩により、わが国に
おけるC型慢性肝炎はほぼ克服されましたが、

一方で生活習慣病と関連して脂肪肝関連疾患
（NASHなど）は増加しており、その予防や治療

が今後問題になると考えられます。当科では、
肝臓病専門医を中心に肝疾患診療のレベル
アップに努めています。肝機能障害の診断・治
療でお困りのときには、お気軽にご紹介ください。 

 当院は、県内に5つある「地域がん診療連携拠

点病院」の一つに指定されています。当科では、
専門性の高い治療として、消化管の早期がんに
対する内視鏡的治療（ESDなど）や肝細胞がんに
対する経カテーテル的動脈塞栓（TACE)ラジオ波
焼灼術などを積極的に行っています。    

 また、切除不能の進行がんに対する全身化学
療法を行っています。昨今の新規抗悪性腫瘍剤
の登場により、消化器がんの全身化学療法は
大きく変化しつつあります。新たに迎えた、がん
薬物療法専門医を中心に、質の高い治療を提
供できるように心がけています。 

肥後医師（育休中） 

彦根市立病院 地域医療連携室 
業務時間：月～金曜日：午前８時３０分～午後７時（但し木曜日は午後５時１５分）土曜日：午前９時～午後１２時３０分 
連絡先：地域医療連携室 TEL０７４９－２２－６０５３(直通） FAX：０７４９－２２－６０９３  

   あらゆる消化器疾患 
良性も悪性も診断から治療まで 
 積極的に取り組んでいます 



 日本人の死亡数の第１位は悪性新生物で、そのうち胃がん死亡数は男性では第2位、
女性では第4位と報告されています。早期発見、早期治療が最も大切になってきますが、

内視鏡検査は苦痛が大きく、敬遠されることがあります。そこで当院では内視鏡検査の
苦痛軽減のために経鼻内視鏡を導入しております。昨年度は人間ドックの胃がん内視
鏡検診の方に対してのみ経鼻内視鏡を用いた検査を行ってきましたが、本年4月より一
般の外来患者様においても経鼻内視鏡を用いた内視鏡検査を始めました。 

 経鼻内視鏡による検査は苦痛が少ないことが一番のメリット
です。経鼻内視鏡では経口内視鏡と違い舌根部をスコープが
通らないことから嘔吐反射が少ないとされています。また経口
内視鏡の先端部の外径は約10mmに対して、経鼻内視鏡では
5-6mm程度と細く苦痛軽減につながっています。さらに検査中

会話が可能ですので、安心して検査を受けられることもメリット
の一つです。 

2015年 2016年 2017年 

挙筋前転法(皮膚切除も含む) 44眼 76眼 67眼 

皮膚切除法のみ 5眼 6眼 17眼 

前頭筋つり上げ法 4眼 4眼 4眼 

全数 53眼 86眼 77眼 

《当院の手術件数（2015年～2017年）》 

◆眼瞼下垂とは 

 

  

 

  

苦痛の少ない経鼻内視鏡による 
         胃内視鏡検査が始まりました！ 

頭痛・肩
こり 

おでこに深い
シワがある 

◆経鼻内視鏡検査のメリット 

ぜひご紹介を 
お願いします！ 

 

＊辛い検査と思い内視鏡
検査を敬遠されている方 

＊症状はないが毎年内視
鏡検査を受けている方 

など、地域医療連携室を
通して、経鼻内視鏡検査
の予約、並びにご紹介を
お願いします。 

◆経鼻内視鏡による胃がん発見率 

◆経鼻内視鏡検査のデメリット 

 一方デメリットとしては鼻出血・鼻痛が挙げられます。抗血栓
薬内服中の患者様は鼻出血のリスクを考慮し、一時的な休薬、
もしくは経口ルートへの変更をお勧めしています。その他のデメ
リットとして鼻腔が狭い方では挿入が困難なこともあります。ま
た生検以外の処置が行えないといったことなどが挙げられます。 

 経鼻内視鏡は、通常径の内視鏡に比べて画質があらく、操作性が劣ると
されていますが、過去の報告では胃がん発見率について経口内視鏡と差
がないとされています。昨年度までの当院の人間ドックにおける経鼻内視
鏡と経口内視鏡による胃がん発見率は0.29%と0.35％であり、差は認めま

せんでした。また他施設での経鼻内視鏡による胃がん発見率と比較しても
遜色のない結果でした。 

当院の経鼻内視鏡と経口内視鏡による胃がん発見率 

経口内視鏡 経鼻内視鏡 



大学卒業年：平成27年（2015年） 
専門分野    ：消化器内科 
所属学会    ：内視鏡学会 消化器病学会 内科学会 
抱負           ：未熟な点が多々ありますが、その分、手厚く診させていただきます。 
       彦根地域の方々が平穏無事であるように御助力させていただきます 
       のでよろしくお願いいたします。 
趣味           ：読書 バドミントン 
自己ＰＲ    ：心穏やかな方だと思います 

Ｎｅｗ  Ｆａｃｅ！ 新任
医師紹介 

2月より、消化器内科の医師が1名増えました。 

このたび新しく彦根市立病院で働くことになりました。皆さまよろしくお願いいたします。 

大学卒業年：平成19年 
専門分野    ：消化器内科 腫瘍内科 
専門医・認定医資格  ：日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医  
            日本消化器病学会消化器病専門医  
            日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医 
            日本がん治療認定医機構がん治療認定医 
            日本内科学会認定内科医 日本医師会認定産業医 
所属学会：日本内科学会 日本臨床腫瘍学会 日本消化器内視鏡学会 
       日本消化器病学会 日本肝臓学会 日本膵臓学会 日本糖尿病学会 
抱負           ：この地域のがん医療や消化器内科医療に少しでもお役に立てればと 
       思います。腰を据えて頑張るつもりですのでよろしくお願いします 
趣味           ：ジョギング 水泳 山登り 
自己ＰＲ    ：器用さはなく年齢相応の体力低下もみられますが、患者さんの目線 
       に立って真面目に医療に取り組みます 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

消化器内科  

  専攻医 大井 雅之 

消化器内科  

    医長 竹治 智 

4月より、消化器内科の医師が1名増えました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大学卒業年：平成23年 
専門分野    ：呼吸器内科 
専門委・認定医資格：日本内科学会認定内科医 
所属学会    ：日本呼吸器学会 日本内科学会 日本臨床腫瘍学会 日本肺癌学会 
       日本アレルギー学会 
抱負           ：チーム医療を心がけ、地域医療に貢献できるよう、初心を忘れずに 
       精励格勤してまいります。 
趣味           ：マラソン 
自己ＰＲ    ：彦根市出身です。昨年までは、福井赤十字病院で喘息・ＣＯＰＤ・ 
       肺炎・肺がんといった呼吸器疾患を一通り経験してきました。 

4月より、呼吸器内科の医師が着任しました。 

呼吸器内科  

   医員 奥野 雄大 

◆大学卒業年 ： 平成27年 

◆専門分野 ： 消化器内科 

◆所属学会 ： 内視鏡学会 消化器病学会 内科学会 

◆抱負 ： 未熟な点が多々ありますが、その分、手厚く診させてい
ただきます。彦根地域の方々が平穏無事であるように御
助力させていただきますのでよろしくお願いいたします 

◆趣味 ： 読書 バドミントン 

◆自己ＰＲ  ： 心穏やかなほうだと思います 

◆大学卒業年 ： 平成19年 

◆専門分野 ： 消化器内科 腫瘍内科 

◆専門医・認定医資格  ： 日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医  
日本消化器病学会消化器病専門医  
日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医 
日本がん治療認定医機構がん治療認定医 
日本内科学会認定内科医 日本医師会認定産業医 

◆所属学会 ： 日本内科学会 日本臨床腫瘍学会  
日本消化器内視鏡学会 日本消化器病学会  
日本肝臓学会 日本膵臓学会 日本糖尿病学会 

◆抱負 ： この地域のがん医療や消化器内科医療に少しでもお役に
立てればと思います。腰を据えて頑張るつもりですので
よろしくお願いします 

◆趣味 ： ジョギング 水泳 山登り 

◆自己ＰＲ  ： 器用さはなく年齢相応の体力低下もみられますが、患者
さんの目線に立って真面目に医療に取り組みます 

◆大学卒業年 ： 平成23年 

◆専門分野 ： 呼吸器内科 

◆専門医・認定医資格  ： 日本内科学会認定内科医 

◆所属学会 ： 日本呼吸器学会 日本内科学会 日本臨床腫瘍学会 
日本肺癌学会  日本アレルギー学会 

◆抱負 ： チーム医療を心がけ、地域医療に貢献できるよう、初
心を忘れずに精励格勤してまいります 

◆趣味 ： マラソン 

◆自己ＰＲ  ： 彦根市出身です。昨年までは、福井赤十字病院で喘
息・ＣＯＰＤ・肺炎・肺がんといった呼吸器疾患を一
通り経験してきました 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

病理診断科 

   副部長 太田 諒 

4月より整形外科の医師が1名増えました 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大学卒業年：平成23年 
専門分野    ：泌尿器科 
所属学会    ：日本泌尿器学会  
抱負           ：丁寧な説明を心がけ、患者とその家族が安心して治療を受けられ 
        るように努力します 
趣味           ：バドミントン カラオケ 
自己ＰＲ    ：フットワークは軽いです。気軽にご相談ください 

4月より泌尿器科の医師が着任しました 

泌尿器科  

    医員 城 文泰  

整形外科  

  部長  光石 直史 

Ｎｅｗ  Ｆａｃｅ！ 新任
医師紹介 このたび新しく彦根市立病院で働くことになりました。皆さまよろしくお願いいたします。 

4月より病理診断科の医師が着任しました 

大学卒業年：平成18年 
専門分野    ：病理診断科 
所属学会    ：日本病理学会・日本専門医機構病理専門医  
        日本病理学会 病理専門医研修指導医 
        日本臨床細胞学会 細胞診専門医 
所属学会 ：日本病理学会 日本臨床細胞学会 日本臨床検査医学会  
        日本法医学会 日本唾液腺学会 日本甲状腺病理学会 
抱負           ：故郷である滋賀県の医療に貢献できるように努めます。 
趣味           ：旅行 写真 
自己ＰＲ    ：病理診断の限界や観察者間差の存在を意識した診断を行うよう心が 
       けています 

◆大学卒業年 ： 平成15年 

◆専門分野 ： 整形外科外傷 

◆専門医・認定医資格  ： 日本整形外科学会専門医  

日本整形外科学会認定リウマチ医スポーツ医運動器
リハビリテーション医 

◆所属学会 ： 日本整形外科学会 中部整形外科災害外科学会  
日本創外固定骨延長学会 

◆抱負 ： 地域医療に貢献できるように頑張ります 

◆趣味 ： 旅行 

◆自己ＰＲ  ： 外傷治療に頑張ります 

◆大学卒業年 ： 平成18年 

◆専門分野 ： 病理診断科 

◆専門医・認定医資格  ： 日本病理学会・日本専門医機構病理専門医  
日本病理学会 病理専門医研修指導医 
日本臨床細胞学会 細胞診専門医 

◆所属学会 ： 日本病理学会 日本臨床細胞学会  

日本臨床検査医学会 日本法医学会 日本唾液腺学会 
日本甲状腺病理学会 

◆抱負 ： 故郷である滋賀県の医療に貢献できるように努めます 

◆趣味 ： 旅行 写真 

◆自己ＰＲ  ： 病理診断の限界や観察者間差の存在を意識した診断を
行うよう心がけています 

◆大学卒業年 ： 平成23年 

◆専門分野 ： 泌尿器科 

◆所属学会 ： 日本泌尿器学会 

◆抱負 ： 丁寧な説明を心がけ、患者とその家族が安心して治療
を受けられるように努力します 

◆趣味 ： バドミントン カラオケ 

◆自己ＰＲ  ： フットワークは軽いです。気軽にご相談ください 


