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科診療行為は，昭和63年11月の当院開設時には「内
科」として内科全般を担当していました．その後日々
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救急病院でのニーズに応じる形で，臓器にこだわら

■西口

翔

ず全人的医療を中心とした医療を率先し，そしてそ

日本内科学会認定医，
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という精神を大事にしています．

当科の特色と活動

阿多智之，2010年度は川島彰人，2011年度は西口翔

外来診療，入院診療，研修医教育を3本柱とし，全

が担当しました．2012年度は，チーフ不在の年とな

人的医療を心がけております．最先端の専門分化の

りました．2013年は十倉満，和足孝之，渡辺貴之の3

進んだ現代医療の狭間といえる部分も大事にしなが

人がチーフレジデントとなり，年間一人体制であっ

ら，患者さん中心の医療を行っていく理想の医師像

た制度を分割する形にした最初の年となりました．

を追求していこうと日々努力しております．私たち
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は総合内科のみで患者さんが本当に満足できる医療
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本当に満足できる医療の提供が達成できるものと
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思っております．外来診療においては，当科は内科
新患外来を担当することにより，
「内科」
の外来を担っ
ております．現在では，総合内科のみならず専門内
科の先生方も内科と顔である内科外来を皆で担って
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