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 電車・バスで
●ＪＲ近江八幡駅から、近江バス北畑口行きで日野高校前下車、
　徒歩５分（45分）
●ＪＲ貴生川駅から近江鉄道に乗り換え日野駅下車、
　近江バス北畑口行きで日野高校前下車、徒歩５分（30分）
　近江鉄道日野駅からタクシーで５分

 自家用車で
●名神八日市ICを出て「八日市IC口」交差点を右折し、
　国道421号を永源寺方面へ約２㎞東進。
　「御園」交差点を右折し、国道307号を水口方面へ約６㎞南進。
　「日野記念病院前」交差点を右折（20分）

＊診療科目＊
内科・消化器内科・循環器内科・小児科
外科・乳腺外科・整形外科・婦人科・眼科
皮膚科・泌尿器科・耳鼻咽喉科・脳神経外科
形成外科・放射線科・麻酔科・美容外科
リハビリテーション科・病理診断科・歯科
歯科口腔外科

第４号

トピックス 新しいドクターよりご挨拶

　本年10月から、日野記念病院滋賀脊椎センターに勤務している、秋山　典

宏です。香川県で生まれ、地元の高等学校を卒業し、工学部からの進路変更

の末、1999年に京都大学医学部を卒業いたしました。京大付属病院、浜松

労災病院、市立長浜病院の整形外科で研修後、京大大学院で4年間研究い

たしました。その後は滋賀県立成人病センター、京都市立病院で整形外科医

として勤務しておりましたが、脊椎外科専門の治療を志し、滋賀脊椎センターに赴任して参りました。

　高齢化の進む日本では、加齢に伴う脊椎疾患が増加しており、今後ますます脊椎外科の必要性が高ま

っていくと予想されます。滋賀県のみならず、近隣府県より多数の患者様が受診される日野記念病院滋賀

脊椎センターにおいて、脊椎治療の一役を担えるよう務める所存です。どうぞ宜しくお願いいたします。

　

　日野記念病院　歯科口腔外科医長として京都第二赤十字病院より異動し

て参りました下里剛史と申します。大学卒業後に滋賀医科大学の医局員と

なり現在卒後八年目となります。前任地は急性期病院の性格が強く交通外

傷などを始めとする急性期疾患や顎骨内病変の治療といった口腔外科治療

を中心に診療をして参りました。日野記念病院歯科口腔外科では常勤医が

私一人であり、より地域に根ざしている病院のため口腔外科疾患だけでなくう蝕や歯周病といった一

般的な歯科治療も行っております。また、病院歯科として入院患者の口腔内管理も積極的に行なって

参りたいと考えております。具体的には、術前患者や癌患者などの感染に留意が必要な患者の口腔内

管理です。口腔を通じてみなさまのQOLの手助けになれればと思います。まだまだ若輩の身ですが、

非常勤で来て頂いている山本教授の指導を仰ぎながら診療に当って参りたいと存じます。どうぞよろ

しくお願い申し上げます。

滋賀脊椎センター
秋　山　

歯科口腔外科
下　里　剛　史
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　平成24年6月より毎週火曜日午前にリウマチ・膠原病の外来診療

を開始しています。当科における診療対象疾患は、関節リウマチ、

全身性エリテマトーデス、強皮症、皮膚筋炎・多発性筋炎、血管炎

症候群、シェーグレン症候群、ベーチェット病、成人スティル病、

抗リン脂質抗体症候群などのリウマチ性疾患全般です。これらの疾

患は自らの免疫系の異常を発症の基盤としており、皮膚、神経、関節、肺、腎、消化管な

ど多くの臓器が傷害される可能性のある全身性疾患です。なかでも最も患者数の多い関節

リウマチにおいては近年治療薬の進歩によって様々な生物学製剤（抗体製剤）が臨床応用

されております。当科においては抗TNFα（ティーエヌエフアルファ）阻害療法をはじめ、

抗IL-6（インターロイキン6）阻害療法などの治療薬が使用可能であり、病気の活動性を

しっかりと制御する治療が可能です。とはいえ関節リウマチはしばしば内科的治療だけで

は不十分であり、当院整形外科、脊椎センターとも連携しながら総合的な診療を心がけて

おります。また関節リウマチ以外の膠原病の診療においても皮膚科、耳鼻科、眼科など様々

な診療科と連携しながら患者さん一人一人のもつ免疫異常や障害臓器を的確に捉え迅速な

診断と適切な治療を行えるよう努力していきたいと考えております。どうぞよろしくお願

いいたします。

平成平 24年6月より毎週火曜日午前にリウマチ・膠原病の外来診療

内科部長・リウマチ膠原病外来担当
　　　　　　　　　川　端　大　介 　本年４月より赴任してきました、整形外科の西村嘉洋です。

　私は医師になって今年で11年目になります。はじめの６年間は大阪、滋

賀で一般整形外科の研修を積み、その後の４年間は大学院で研究に携わっ

ていました。そしてこの４月よりこの日野記念病院にて整形外科医師とし

て勤務することとなりました。

　当院の整形外科では、一般整形外科や救急外傷だけでなく人工関節をはじめとする関節外科など幅

広い守備範囲があります。また、関節リウマチなどの慢性疾患に対する薬物治療や手術治療、あるい

は全身の骨密度測定による骨粗鬆症治療も行っています。

　医師としては、患者さまに対して、適切な検査・方法・危険性などを分かりやすく説明し、納得し

ていただいた上で、検査・治療を受けていただけるよう心がけており、患者・医師の信頼関係を大事

に日々の診療を行っています。

　地方での医師不足など、地域医療が難しい状況にありますが、当病院の理念である「思いやりと感

性にあふれた医療で患者様の信頼に応える病院」に基づき、地域医療の充実のため頑張っていきたい

と思います。

　本年４月より外科の常勤医として赴任してまいりました、医師６年目の

北村美奈と申します。出身は大津市で埼玉医科大学を卒業し、滋賀医大病

院で二年間初期研修を過ごしました。その後、滋賀医大病院で1年、長浜

赤十字病院で２年間勤務し、現在に至ります。

　今は内藤先生、束田先生、糸井先生の指導の下、日々診療に励んでいます。

　日野記念病院に異動となって、はや半年がたちました。地域とのつながりが強く地域医療の拠点と

しての役割と、脊椎センターや乳腺外科などの専門性の高い医療を提供できる病院としての役割を担

う病院と感じています。

　診療科の垣根が低く気軽に相談できる雰囲気で、医師だけでなく看護師、技師、事務の方々も協力

し合う関係が築かれていて、とても働きやすい環境だと思います。

　力不足の部分は多々ありますが、地域医療に貢献できるように努めていきたいと思っております。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

　本年４月より日野記念病院・耳鼻咽喉科に常勤として赴任いたしました，
竹澤公美子と申します。出身は兵庫県ですが，滋賀県は母の故郷で祖母や
叔父がおり，昔からなじみの深い土地でした。平成13年に滋賀医科大学に
入学し，平成20年に卒業しております。同年から滋賀医科大学医学部附属
病院で研修医として勤務し，平成22年から耳鼻咽喉科医となりました。大
学病院勤務中は難聴・めまい外来と一般外来を担当し，現在も週に1回非常

勤で大学病院の難聴・めまい外来を継続しております。当院でもこれまでの経験を生かしてめまい疾患
の診療にあたり，特に良性発作性頭位めまい症に対する理学療法（耳石置換法）を積極的に行わせてい
ただいています。また，赴任してから扁桃腺・アデノイド手術，鼻内視鏡手術，甲状腺手術，喉頭微細
手術（声帯ポリープ等）などを施行いたしました。現在，医師６年目で当院へ一人赴任となり，まだま
だ学ぶことが数多くあると痛感しております。
　耳鼻咽喉科医ではありますが，私自身が２歳から両耳の高度感音難聴となり，大学在学中に20歳で
右人工内耳埋込術を受けています。スタッフの皆様に協力していただきながら，日常の診療を行える
ことに感謝しております。趣味は読書と絵画鑑賞，映画鑑賞で，学生時代にはよく美術館や小さな映
画館に通ったものでした。また，幼少時から少林寺拳法をやっており，大学時代には柔道部に所属し
ていました。前述の人工内耳手術のため，手術後は選手としては活動していませんが，武道の経験は
成人してからも役に立っています。
　赴任して数か月ですが，地域の医療に貢献すべく日々研鑽していきたいと思っておりますので，ど
うぞよろしくお願い申し上げます。

　初めまして。本年４月より滋賀脊椎センターに勤務させていただいてお
ります増田尚也と申します。医師としては７年目になります。私は生まれ
も育ちも滋賀県で、大学では一度滋賀を離れ、愛知県の藤田保健衛生大学
へ行きましたが、卒業後滋賀へ戻り、３月まで市立長浜病院で勤務をして
おりました。長浜では外傷、慢性疾患と様々な疾患を診ておりましたが、

脊椎センターでは脊椎疾患のより深い知識と技術の修得に努めたいと思っております。
　私事ではありますが、祖父が生前日野に住んでおり、昔からよく遊びに来ておりました。このよう
な身近なところで働かせていただけるのも何かの縁と思います。現在は祖父の残してくれた日野にあ
る家に住み、仕事後は豊かな自然に囲まれのんびりと過ごしております。
　日野にはよく来ていたので私のことをご存知の方は気軽にお声掛けください。
　昔から親しみのある土地で地域の医療に少しでも貢献できればと考えております。
　どうぞよろしくお願いいたします。

リウマチ・膠原病外来のご紹介

 (日本リウマチ学会専門医・指導医)
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広い守備範囲があります。また、関節

は全身の骨密度測定による骨粗鬆症治
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勤で大学病院の難聴・めまい外来を
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手術（声帯ポリープ等）などを施行
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脊椎センターでは脊椎疾患のより深
　私事ではありますが、祖父が生

新しいドクターよりご挨拶



　平成24年6月より毎週火曜日午前にリウマチ・膠原病の外来診療

を開始しています。当科における診療対象疾患は、関節リウマチ、

全身性エリテマトーデス、強皮症、皮膚筋炎・多発性筋炎、血管炎

症候群、シェーグレン症候群、ベーチェット病、成人スティル病、

抗リン脂質抗体症候群などのリウマチ性疾患全般です。これらの疾

患は自らの免疫系の異常を発症の基盤としており、皮膚、神経、関節、肺、腎、消化管な

ど多くの臓器が傷害される可能性のある全身性疾患です。なかでも最も患者数の多い関節

リウマチにおいては近年治療薬の進歩によって様々な生物学製剤（抗体製剤）が臨床応用

されております。当科においては抗TNFα（ティーエヌエフアルファ）阻害療法をはじめ、

抗IL-6（インターロイキン6）阻害療法などの治療薬が使用可能であり、病気の活動性を

しっかりと制御する治療が可能です。とはいえ関節リウマチはしばしば内科的治療だけで

は不十分であり、当院整形外科、脊椎センターとも連携しながら総合的な診療を心がけて

おります。また関節リウマチ以外の膠原病の診療においても皮膚科、耳鼻科、眼科など様々

な診療科と連携しながら患者さん一人一人のもつ免疫異常や障害臓器を的確に捉え迅速な

診断と適切な治療を行えるよう努力していきたいと考えております。どうぞよろしくお願

いいたします。

平成平 24年6月より毎週火曜日午前にリウマチ・膠原病の外来診療

内科部長・リウマチ膠原病外来担当
　　　　　　　　　川　端　大　介 　本年４月より赴任してきました、整形外科の西村嘉洋です。

　私は医師になって今年で11年目になります。はじめの６年間は大阪、滋

賀で一般整形外科の研修を積み、その後の４年間は大学院で研究に携わっ

ていました。そしてこの４月よりこの日野記念病院にて整形外科医師とし

て勤務することとなりました。

　当院の整形外科では、一般整形外科や救急外傷だけでなく人工関節をはじめとする関節外科など幅

広い守備範囲があります。また、関節リウマチなどの慢性疾患に対する薬物治療や手術治療、あるい

は全身の骨密度測定による骨粗鬆症治療も行っています。

　医師としては、患者さまに対して、適切な検査・方法・危険性などを分かりやすく説明し、納得し

ていただいた上で、検査・治療を受けていただけるよう心がけており、患者・医師の信頼関係を大事

に日々の診療を行っています。

　地方での医師不足など、地域医療が難しい状況にありますが、当病院の理念である「思いやりと感

性にあふれた医療で患者様の信頼に応える病院」に基づき、地域医療の充実のため頑張っていきたい

と思います。

　本年４月より外科の常勤医として赴任してまいりました、医師６年目の

北村美奈と申します。出身は大津市で埼玉医科大学を卒業し、滋賀医大病

院で二年間初期研修を過ごしました。その後、滋賀医大病院で1年、長浜

赤十字病院で２年間勤務し、現在に至ります。

　今は内藤先生、束田先生、糸井先生の指導の下、日々診療に励んでいます。

　日野記念病院に異動となって、はや半年がたちました。地域とのつながりが強く地域医療の拠点と

しての役割と、脊椎センターや乳腺外科などの専門性の高い医療を提供できる病院としての役割を担

う病院と感じています。

　診療科の垣根が低く気軽に相談できる雰囲気で、医師だけでなく看護師、技師、事務の方々も協力

し合う関係が築かれていて、とても働きやすい環境だと思います。

　力不足の部分は多々ありますが、地域医療に貢献できるように努めていきたいと思っております。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

　本年４月より日野記念病院・耳鼻咽喉科に常勤として赴任いたしました，
竹澤公美子と申します。出身は兵庫県ですが，滋賀県は母の故郷で祖母や
叔父がおり，昔からなじみの深い土地でした。平成13年に滋賀医科大学に
入学し，平成20年に卒業しております。同年から滋賀医科大学医学部附属
病院で研修医として勤務し，平成22年から耳鼻咽喉科医となりました。大
学病院勤務中は難聴・めまい外来と一般外来を担当し，現在も週に1回非常

勤で大学病院の難聴・めまい外来を継続しております。当院でもこれまでの経験を生かしてめまい疾患
の診療にあたり，特に良性発作性頭位めまい症に対する理学療法（耳石置換法）を積極的に行わせてい
ただいています。また，赴任してから扁桃腺・アデノイド手術，鼻内視鏡手術，甲状腺手術，喉頭微細
手術（声帯ポリープ等）などを施行いたしました。現在，医師６年目で当院へ一人赴任となり，まだま
だ学ぶことが数多くあると痛感しております。
　耳鼻咽喉科医ではありますが，私自身が２歳から両耳の高度感音難聴となり，大学在学中に20歳で
右人工内耳埋込術を受けています。スタッフの皆様に協力していただきながら，日常の診療を行える
ことに感謝しております。趣味は読書と絵画鑑賞，映画鑑賞で，学生時代にはよく美術館や小さな映
画館に通ったものでした。また，幼少時から少林寺拳法をやっており，大学時代には柔道部に所属し
ていました。前述の人工内耳手術のため，手術後は選手としては活動していませんが，武道の経験は
成人してからも役に立っています。
　赴任して数か月ですが，地域の医療に貢献すべく日々研鑽していきたいと思っておりますので，ど
うぞよろしくお願い申し上げます。

　初めまして。本年４月より滋賀脊椎センターに勤務させていただいてお
ります増田尚也と申します。医師としては７年目になります。私は生まれ
も育ちも滋賀県で、大学では一度滋賀を離れ、愛知県の藤田保健衛生大学
へ行きましたが、卒業後滋賀へ戻り、３月まで市立長浜病院で勤務をして
おりました。長浜では外傷、慢性疾患と様々な疾患を診ておりましたが、

脊椎センターでは脊椎疾患のより深い知識と技術の修得に努めたいと思っております。
　私事ではありますが、祖父が生前日野に住んでおり、昔からよく遊びに来ておりました。このよう
な身近なところで働かせていただけるのも何かの縁と思います。現在は祖父の残してくれた日野にあ
る家に住み、仕事後は豊かな自然に囲まれのんびりと過ごしております。
　日野にはよく来ていたので私のことをご存知の方は気軽にお声掛けください。
　昔から親しみのある土地で地域の医療に少しでも貢献できればと考えております。
　どうぞよろしくお願いいたします。

リウマチ・膠原病外来のご紹介

 (日本リウマチ学会専門医・指導医)
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