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私達は　患者さんの悩み、 苦しみに共感し私達は　患者さんの悩み、 苦しみに共感し

安全に十分に配慮しながら、 良質の医療を提供します安全に十分に配慮しながら、 良質の医療を提供します

済生みと済生みと

血管内治療グループ紹介

地域の皆様へ

　特　　集

with コロナ

感染対策チームが定期的に院内を巡回し、感染対策の実施状況を確認。
必要に応じた指導を行っています。
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with コロナ

　「コロナ疲れ」「with コロナ」「アフターコロナ」　「コロナ疲れ」「with コロナ」「アフターコロナ」

など、新型コロナウイルスの流行拡大とともになど、新型コロナウイルスの流行拡大とともに

使われるようになった言葉がありますが、収束使われるようになった言葉がありますが、収束

に向かうやに思われた新型コロナウィルス感染に向かうやに思われた新型コロナウィルス感染

は再び拡大基調に転じ、日々報告される全国、は再び拡大基調に転じ、日々報告される全国、

県内の感染者数は当初の流行時を上回る勢いで県内の感染者数は当初の流行時を上回る勢いで

増加してきています。増加してきています。

　厚生労働省が 6 月 1 日から行った調査では新　厚生労働省が 6 月 1 日から行った調査では新

型コロナウイルスの抗体保有率が東京、大阪な型コロナウイルスの抗体保有率が東京、大阪な

ど流行地域でさえ 0.1％程度とほとんどの人がど流行地域でさえ 0.1％程度とほとんどの人が

抗体を持っていないことを報告しています。た抗体を持っていないことを報告しています。た

だ、抗体を持っていたら麻疹（はしか）のようだ、抗体を持っていたら麻疹（はしか）のよう

に終生免疫ができるかというとそうではないらに終生免疫ができるかというとそうではないら

しく、新型コロナウイルスの抗体値は比較的早しく、新型コロナウイルスの抗体値は比較的早

い時期から低下し、1 回感染しても再感染するい時期から低下し、1 回感染しても再感染する

可能性もあるようです。いずれにせよ、現時点可能性もあるようです。いずれにせよ、現時点

で抗体を持っている人が少ないという事実は、で抗体を持っている人が少ないという事実は、

まだまだ感染が爆発的に増える可能性が高いまだまだ感染が爆発的に増える可能性が高い

（第 2 波、第 3 波）ということを示しており用（第 2 波、第 3 波）ということを示しており用

心が必要です。心が必要です。

　茨城県は 6 月 8 日より茨城県版コロナ対策指　茨城県は 6 月 8 日より茨城県版コロナ対策指

針で＜ Stage １：感染が抑制出来ている状態＞針で＜ Stage １：感染が抑制出来ている状態＞

ということで、行政の指導下での日常生活におということで、行政の指導下での日常生活にお

ける制限はほぼなくなりましたが、それ以降のける制限はほぼなくなりましたが、それ以降の

感染者増加を受け、７月末に対策ステージは感染者増加を受け、７月末に対策ステージは

＜ Stage ３：感染が拡大している状態＞に強化＜ Stage ３：感染が拡大している状態＞に強化

されています。されています。

　このような状況下で、医療機関には新型コロ　このような状況下で、医療機関には新型コロ

ナウイルス感染疑いの患者様が日々来院しますナウイルス感染疑いの患者様が日々来院します

し、油断すれば集団発生（クラスター）を起こし、油断すれば集団発生（クラスター）を起こ

すことも考えられ、まだまだしっかりとした感すことも考えられ、まだまだしっかりとした感

染対策を継続していく必要があります。そのた染対策を継続していく必要があります。そのた

め、当院では入院患者様への面会制限と病院入め、当院では入院患者様への面会制限と病院入

り口での検温の実施は継続中となっています。り口での検温の実施は継続中となっています。

また発熱外来も継続し、発熱のある患者様にはまた発熱外来も継続し、発熱のある患者様には

別に対応させていただいています。発熱のある別に対応させていただいています。発熱のある

患者様と一般患者様とは交差しないように安全患者様と一般患者様とは交差しないように安全

区域と危険区域を分けており、一般患者様に感区域と危険区域を分けており、一般患者様に感

染のリスクが起きないよう細心の注意を払って染のリスクが起きないよう細心の注意を払って

います。また、職員、出入りの関係者、面会者います。また、職員、出入りの関係者、面会者

にはマスクの着用を義務づけており、手指消毒にはマスクの着用を義務づけており、手指消毒

の徹底も行っています。の徹底も行っています。

　「with コロナ」といわれるように、まだまだ　「with コロナ」といわれるように、まだまだ

新型コロナウイルス感染症との付き合いは続く新型コロナウイルス感染症との付き合いは続く

ものと覚悟しています。当院へ通院している患ものと覚悟しています。当院へ通院している患

者様そのご家族、地域の皆様には、いろいろと者様そのご家族、地域の皆様には、いろいろと

ご不便をおかけますが、安心してかかれる医療ご不便をおかけますが、安心してかかれる医療

機関となるよう感染対策・安全管理を徹底して機関となるよう感染対策・安全管理を徹底して

いきますので、ご協力のほどよろしくお願い致いきますので、ご協力のほどよろしくお願い致

します。します。

地域の皆様へ地域の皆様へ

加畑　隆通

  水戸済生会総合病院　

　副院長 



当院のホットニュースをお届け
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P I C ST O

 　済生会総裁・秋篠宮殿下ご一家から手づくりガウン

　新型コロナウィルス感染予防へ院を挙げて取り

組みを進めていた本年 5 月、済生会総裁であられ

る秋篠宮殿下ご一家と宮内庁職員が手づくりされ

た医療用ガウンが当院に届けられました。

　このガウンは、新型コロナウィルス感染症と戦

う病院で役立ててと、計 500 着が秋篠宮殿下から

宮内庁を通して済生会本部に届けられたもので、

その一部が本部から当院に配付されました。

　当院では、早くからウィルス流行拡大時対応の

ための体制づくりに取り組み、必要医療機器・器

具の確保にも万全を期してきましたが、防護服な

どが不足しがちな中、お手づくりのガウンは大変

貴重なものとして拝領しました。

　早速、病棟で大切に使用させて頂いており、今

後とも、秋篠宮殿下ご一家の温かいお心遣いにお

応えできるよう、患者さんへの対応に力を尽くし

てまいります。

　玉造医師（救急科）の検案医活動に感謝状

　当院救急科の玉造 吉樹部長が警察活動への協

力として行ってきた検案医としての活動に対し、

水戸警察署長から感謝状が贈られました。

　検案は、亡くなった方の死亡原因や死亡時刻

などを医学的に判定するもので、地道な活動な

がら警察の活動や医学の向上に無くてはならな

いものとなっています。

　当院では、地域貢献事業として地域の行政機

関等への協力を積極的に進めており、検案医の

活動もその一環として継続してきています。



高齢の患者様や合併症のある方などの高度治療も可能に

血管内治療グループの診療を紹介

水戸済生会総合病院　

血管内治療グループ長　千葉　義郎
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カテーテルを用いて低侵襲で効果的な治療をカテーテルを用いて低侵襲で効果的な治療を

はじめに
　平成 20 年 9 月に発足した当グループは診療科横断的

な診療グループとして、脳神経外科領域を除く全診療科

の疾患を対象に、当該科の専門医と協議しながら患者様

に最適な治療を提案することを掲げて活動しておりま

す。おかげさまで、今秋で 12 年目を迎えます。これも

ひとえに関係者の皆さまのご理解とご協力の賜物と心よ

り感謝申し上げます。

診療体制
　診療体制として、ハイブリッドカテ室を含めた 3 台の

血管造影装置で対応しております。時に ER に搬送され

た多発外傷患者と院内急変患者への同時対応など、切羽

詰まった状況になることもありますが、各スタッフの働

きで、あらゆる状況や手技に対応できており、施設とし

てのレベルが向上しているのを実感しています。

主な症例
　症例数の推移は下図の通りですが、当グループが関わ

る治療について、いくつかご紹介したいと思います。

　[透析シャント ]

　透析シャントは前年度

に比べて、大幅に症例数

が増加しました。通常のシャント PTA だけでなく、中

心静脈の狭窄や閉塞に対するカテーテル治療や長期留置

カテーテル ( テシオカテーテル ) の症例が多いことが当

院の大きな特徴ですが、昨年度も県外を含めた他施設か

ら非常に多くの紹介をいただきました。担当する腎臓内

科の郡司医師は新規のシャント造設からシャント PTA

や中心静脈病変までこなすシャントに関するエキスパー

トですが、昨年度は米国に短期留学し、さらにレベルアッ

プして帰国してくれました。これからも最適な治療を迅

速に対応することで患者さんの不安を解消すべく取り組

んでおります。

　[末梢動脈疾患（PAD）]

　疾患に対する理解も深まり、透析施設を中心に非常に

多くの先生方からご紹介いただいております。昨年度は

PAD に対するカテーテル治療 (EVT) が初めて 150 件を

超え、そのうち下肢切断のリス

クが高い重症下肢虚血 (CLI) 症例

が約 7 割を占めております。こ

れも当グループだけでなく、心

臓血管外科や形成外科を中心と

した関連診療科との連携があっ

てこそ対応できるものです。さ

らに、この領域では、毎年のよ

うに新しい治療デバイスが登場

しますが、これらを県内で最初

に導入するなど実績を重ねてお

ります。県内で PAD に対して最

も多くの治療選択肢を提示する

ことができる施設として、これ

からも積極的に取り組んでまい

ります。
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診療案内

連携医療機関の先生方へ ご紹介いただく際のお願い

血管内治療について、当院ホームページに詳しい内容を掲載しています。ぜひご覧ください。

https://mito-saiseikai.jp/ で当院ホームページにアクセスし、「診療科」→「血管内治療グループ」へ

　[カテーテル動脈塞栓術 (TAE)]

　ドクターカーおよびドクターヘリを有する

当院には、外傷患者も多く搬送されてきま

す。特に多発外傷では出血のコントロールは

重要で、カテーテル動脈塞栓術 (TAE) はこのような状

況で威力を発揮します。症例数が豊富なことから、院内

で TEA を行える術者も徐々に増えてきております。今

後も救急科と協力しながら、重症患者であっても、より

迅速に対応できるように体制の強化を図っていきます。

　[コイル塞栓術 ]

　腎動脈瘤や脾動脈瘤などの内臓動脈瘤や動静脈奇形

(AVM) 等に対するコイル塞栓術も徐々に増加していま

す。2017 年秋から、この分野では国内の第一人者であ

る慶応大学放射線科専任講師の井上政則先生 ( 写真左 )

に定期的にお越しいただいており、国内トップレベルの

コイル塞栓を行っております。

　　　　　　　＊　　　＊　　　＊

　以上、当グループの活動についてご報告いたしました。

これからも病診連携、病病連携を推進し、地域医療に少し

でも貢献できるよう微力ながら努力する所存です。今後と

もご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

上：カテーテル治療施術中の川原医師と筆者（循環器内科）
上左：症例について意見交換する循環器内科の樋口医師、
筆者、藤沼医師。（手前から）

■ 診療科がはっきりしている場合は、該当する科の外来へご紹介ください。

■ 上記以外は血管内治療外来での予約診療となります。

■ 地域医療連携室にご連絡ください。

■ 画像検査等のデータはご持参いただくか、出来るだけ事前に地域医療連携室宛に郵送をお願いします。

■ 透析シャントトラブルについては腎臓内科医師に直接ご連絡ください。

■ 緊急症例については可能な限り対応いたします。病院に直接ご連絡ください。
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新型コロナウィルス感染対策への
ご支援をいただきました

　新型コロナウィルス感染症対策に取り組んでいる当院に対し、これまでに多くの方々から
寄付金、支援物資をいただきました。また、温かい励ましのお言葉も多数頂いております。
　皆様からの温かいご支援に深く感謝申し上げます。
　皆様のお志にお応えできるよう、これからも全職員一丸となって鋭意診療に取り組んでま
いります。

ご支援いただいた方々（令和 2年 8月 5日現在　順不同）

入院患者様との面会制限のお願い　

　○ 感染対策のため、面会は病院から来院をお願いしたご家族の方 1名に限らせて頂いております。

　○ 面会を希望されるご家族の方は、「家族面会証」を提示の上、病棟入り口で必ず職員に声をお

　　かけください。

病院への出入りについて

　○ 当分の間、当院への出入り口は次のとおり 1箇所とさせて頂いております。

　　　【平日】午前 7時 30 分から午後 5時　正面玄関のみ

　　　【平日】午後 5時から午後 8時　及び　【土・日・祝日】　救急受付入り口のみ

　　　　＜注＞ 時間帯の変更などがあった場合は当院ホームページなどでお知らせします。

　○ これまでどおり、来院される方全員に検温を実施しておりますので、ご協力をお願いします。

新型コロナウィルス感染症対策関連のお知らせ

令和 2年 5月

　公益社団法人茨城県看護協会　様

　茨城県経営者協会　様

　株式会社商　様

　JA 祭典水戸　様

　株式会社エスティー總合ワークス　様

　株式会社エディーファミリー富士祭典　様

　株式会社伊藤園　様

　キングラン・メディケア株式会社　様

　森永製菓株式会社　様

　コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社　様

　株式会社坂東太郎　様

　水戸ヤクルト販売株式会社　様

6 月

　朝日航洋株式会社　様

　株式会社ファーストリテイリング　様

　一般社団法人 J ミルク　様

7 月

　花王株式会社　様

　茨城県看護連盟　様

8 月

　水戸商工会議所青年部　様

　医療従事者に感謝を伝える基金プロジェクト　様

　 ＊ ここに記載させていただいた外にも複数の

　　  方からご寄付ご支援を頂きました。
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　令和元年 10 月 1 日、笠間市内に地域密着型クリニッ

クとして「メディカルケアクリニックかさま」を開設い

たしました。

　私自身、以前開業しておりましたが、さらに医学を深

く学びたいと考え、一度クリニックを閉院し福島県立医

科大学大学院へと進学いたしました。

　そこで博士号を取得し、福島県の医療を担う一医師と

して勤務しておりましたが、地域医療に携わるたびに、

再び笠間の地で地域のみなさんのために何かできるので

はないかと考えるようになり、再度開業する運びとなり

ました。

　当クリニックの理念は、『地域に住む、地域のみなさん

のために、最期まで慣れ親しんだ風景と、顔馴染みの友

人に囲まれ、生活を続けることができるよう支援する。』

ことであり、当クリニックの大きな役割だと考えております。

　救急医療から慢性期そして終末期医療までにかかる全

てに対応できるよう訪問診療、訪問看護、訪問リハビリ

テーションを充実させ、クリニック内にはMRI 検査、疾

患別リハビリテーション施設を備えております。また在

宅でも抗がん剤治療や、中心静脈栄養ができるよう院内

薬局で注射剤の調整ができる設備を整えております。

　さらには、スポーツアスリートのためにスポーツドク

ターとスポーツファーマシストが在籍しており、スポー

ツによる外傷やドーピングカウンセリングを実施してお

ります。

　患者さんのより近くに、さらに身近に感じられる、そ

んなクリニックでありたいと願っております。どうぞ今

後ともよろしくお願いいたします。

こころあらたに、 志し高くこころあらたに、 志し高く

　　

メディカルケアクリニックかさま
　　　　　院長　　関　忍　先生

Partner   

診療科目　内科・整形外科・放射線科
　　　　　リハビリテーション科
〒 309 ー 1611  笠間市笠間 1723-2
電話　0296-71-8585
ホームページ　http://www.medical-kasama.com/

　　　連携医療機関 ・ 水戸済生会総合病院　合同症例検討会のご案内

　　　 令和 2 年 9 月～ 10 月の予定　9 月 9 日（水）19:15、10 月 7 日（水）19:00

会場：水戸済生会総合病院 新館 5 階 丹野ホール

日時：原則、毎月第１水曜日（1 月・5 月休会）、毎回午後 7 時に開会します。

内容：　１ 症例検討

　　　　２ スモールレクチャー　（毎年 12 月は外部講師による講演）

　　＊　この検討会に出席された方には生涯教育講座参加証を発行しています。

参加についてのお問い合わせは →  当院 地域医療連携室 まで　０２９－２５４－５１５１（代表）

診療時間

診 療  時 間 月 火 水 木 金 土

午前   9:00 ～ 13:00 ● ● ○ － ● ●

午後 15:00 ～ 19:00 ● ● ● － ● ○

休診日：木曜、日曜、祝日

○：訪問診療のため外来診察はありません。



vv

診療科 月 火 水 木 金

内　　科
受付（8:30 ～ 11:30）

初診

５番 青木（消化器） 郡司（腎臓） 荷見（腎臓） 千葉（循環器） 佐藤（腎臓）
６番 宗像（消化器） 髙橋（消化器） 大川原（消化器） 廣澤（消化器） 今井（消化器）

７番 長谷川（循環器） 山田（循環器） 川原（循環器） 樋口（循環器） 藤沼（循環器）
午後：ＩＣＤ（循環器）

再診

１番 柏村（消化器） 仁平（消化器）

今井（消化器）

第 2・4 は午前のみ 午前

大川原（消化器） 柏村（消化器）
第 2・4 午後

　渡辺（消化器）

２番
午前

山田（循環器）

長山（血液）
再来のみ

午前川松（ACHD 外来） 午前

石垣：（代謝内科）
ＧＤＭ（産科復券患者のみ）

長山（血液）
再来のみ午後會澤（循環器）

３番
午前：土橋（糖尿病・代謝内科）

長谷川（循環器）
午前

金野（消化器）
午前：土橋（糖尿病・代謝内科） 午前

川原（循環器）第 3 午後：堀米（ACHD 外来） 午後　篠田（循環器）

４番 午前 青木（消化器） 仁平（消化器） 午前 宗像（消化器） 萩原（膠原病）

８番 住田（膠原病） 髙橋（消化器） 廣澤（消化器）

９番 第２．４武原（腎臓）午前：土橋（糖尿病・代謝内科）午前：土橋（糖尿病・代謝内科） 大平（循環器）
10 番 黒澤（腎臓） 椎名（腎臓） 海老原（腎臓） 佐藤（腎臓） 郡司（腎臓）

11 番

午後

腹膜透析外来

（再診）

午前 武田（神経）
第 1・3 午前

　村田（循環器）

第 4 午前

川上（糖尿病・代謝内科） 樋口（循環器）
（再診）

午後　腹膜透析外来（再診）
第 1・2・4・5 午後

青沼（不整脈外来）

午後

青沼（不整脈外来）

12 番 石橋（循環器） 大平（循環器） 千葉（循環器） 午前 藤沼（循環器）
青沼（不整脈外来）

第 2・4 は午前のみ

外　　科
受付（8:30 ～ 10:30）

午前
高久 ( 第 1,3,5)・春日 加藤 丸山・金子 高久・東 東

高久・東
午後 予約制 乳腺外来（医師判断） 第２．４禁煙外来

心臓血管外科
呼吸器外科

受付（8:30 ～ 11:30）

１診 倉持 倉岡 篠永 三富

特診
第２．４

筑波大学  呼吸器外科

教授　佐藤　幸夫

小児科
受付（8:30 ～ 11:30）

予約は慢性疾患のみ

午前 内谷 壹岐 内谷 壹岐 内谷

午後
（予約制）

健診受付（14:00 ～ 14:30）

予防接種（14:30 ～ 15:00）
内谷（予約制） 内谷（予約制）

整形外科
受付（8:30 ～ 11:00）

午前

1 診 秋山 星 島田 細野 渡邉
2 診 細野 相場 渡邉 星 島田
3 診 野村 生澤 野村 秋山 生澤

初診は紹介状持参の方、当院で入院・手術をされた方、1 年以内に当院全科で受診歴のある方のみ。

午後
専門外来 生澤（関節外科） 野村（脊椎外科）
午後は 15:00 ～ 16:00 まで。いずれの曜日も予約制。

形成外科
受付（8:30 ～ 11:30）
午後（15:00 ～ 16:00）

午前
初診 芳賀 藤田 第 1・3・5　藤田

　 第 2・4　　佐々木
藤田

芳賀
再診 川口 芳賀（第４中山） 川口

午後 手術 藤田（再診のみ） 手術 手術 川口

脳神経外科
受付（8:30 ～ 11:30）

午前 １診 塚田 森 芥川 塚田（和） 森
２診 井口 芥川 井口 井口 矢澤

皮 膚 科
受付（8:30 ～ 10:30）

午前 神﨑・遠藤 神﨑・遠藤 神﨑・遠藤 神﨑・遠藤
午後 予約 予約 予約 予約

泌尿器科 午前
1 診 磯田 宮永 濱田 宮永 宮永
2 診 福原 福原 濱田

受付　月・金曜日（8:30 ～ 10:30）　　火・水・木曜日（8:30 ～ 11:00）

産婦人科
受付（8:30 ～ 11:00）

午前

初診予約外 担当医師 担当医師 担当医師 担当医師 担当医師

産科 飯場 佐々木 山田 人見 中村
婦人科 平澤・中村 施 飯場 宮代・山田 佐々木

午後

産科① 遺伝・NIPT 母乳・産褥外来 母乳・産褥外来 遺伝・NIPT 母乳・産褥外来

産科② 母乳・産褥外来 自己血貯血 宮代 胎児 1 ヶ月健診

専門外来１ 藤木 施 人見 益田 1 ヶ月健診

専門外来２ 佐藤 自己血貯血 自己血貯血予備日 胎児 1 ヶ月健診

眼　　科
受付（8:30 ～ 11:30）

午前
加畑 加畑 田崎 加畑 村上

高木 高木 高木
湯川 湯川 湯川

耳鼻咽喉科
午前（8:30 ～ 11:00） 白木 田中 武山 宮部 宮部
午後（14:00 ～ 15:30） 白木 田中 武山 宮部

ペインクリニック

受付（8:30 ～ 10:30）
午前

熊田 前田 大久保 大和田 奥山
初診は、紹介状持参の方、当科１年以内に受診のある方のみ。

歯科口腔外科
午前（8:30 ～ 11:00）

武内・飯坂 武内・飯坂
武内（第 1・3・5）・飯坂 佐藤・飯坂

武内・飯坂
午後（13:30 ～ 15:00） 武内・飯坂 佐藤

放射線科 放射線治療 予約制 橋本 大松

緩和ケア 14:00 ～ 16:00
（完全予約制）

吉村 吉村 吉村 吉村
（予約制）予約は緩和ケア外来　→　病棟　電話 029-254-9165（直通）まで

8

外来診療のご案内

■ 専門科の救急対応、緊急手術などにより、担当医師・診療時間を予告なく変更する場合があります。■ 専門科の救急対応、緊急手術などにより、担当医師・診療時間を予告なく変更する場合があります。
■ 診療についての詳細は当院■ 診療についての詳細は当院ホームページをご覧ください。ホームページをご覧ください。(https://mito-saiseikai.jp)(https://mito-saiseikai.jp)

◆ 令和元年８月 1 日現在


