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はじめに
当院の総合内科は2005年4月より，内科統括部長小
林修三副院長のもと北川泉，守矢英和が内科部長に
就任し，新体制でスタートしました．それまでの内
科診療行為は，昭和63年11月の当院開設時には「内

日本内科学会認定医，

科」として内科全般を担当していました．その後日々

日本内科学会総合内科専門医

細分化，向上化されていく医学知識や医療技術に対

■谷川

徹也

応していく必要性から，一般内科を担当する科以外

日本内科学会認定医，日本救急医学会専門医，

に，新たに神経内科，腎臓内科，血液内科，リウマ

日本内科学会，日本救急学会，

チ科などの各専門内科を標榜する科が新設されてい

日本プライマリ・ケア学会認定医，

きました．しかし専門内科必要性が進んでいく中，

日本プライマリ・ケア学会認定医

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

日本内科学会認定医，

それぞれの専門内科と連携を持ちながら内科を取り

日本内科学会総合内科専門医，

まとめる科として，当総合内科は誕生しました．我々

日本プライマリ・ケア学会認定医・指導医

内科医全員は，
「specialistである前にgeneralistであれ」

■十倉

満

日本内科学会認定医
■伊藤

亮治

という精神を大事にしています．

当科の特色と活動

多智之，2010年度は川島彰人，2011年度は西口翔が

外来診療，入院診療，研修医教育を3本柱とし，全

担当しました．2012年度はチーフ不在の年となりま

人的医療を心がけております．最先端の専門分化の

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

人での体制となり，2014年は，佐藤淑，角谷拓哉，

ら，患者さん中心の医療を行っていく理想の医師像

所晋之助，増田作栄が栄えあるチーフレジデントと

を追求していこうと日々努力しております．私たち

して選ばれました．

は総合内科のみで患者さんが本当に満足できる医療
を提供できるとは考えてはいません．総合内科と専
門内科がうまくかみ合ってこそ初めて，患者さんが
本当に満足できる医療の提供が達成できるものと

2014年の学術業績
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川泉，徳田安春．誤診学のススメ-DEM

新患外来を担当することにより，
「内科」
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International Conferenceに参加して．JIM 2014；

ております．現在では，総合内科のみならず専門内

vol.24 no.2 2014-2：166-167．
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2．北川泉．メディクイズ

63歳男性．咽頭痛，発

おります．夕診も同様に対応しております．また当

熱，頭痛．日経メディカル2014；2014年3月号：

科ではER，他科からのコンサルト，他院からの直接

83-84

の窓口も担っております．入院においては，専門的

3．角谷拓哉，松浦亮，大竹剛靖，守矢英和，司会

な診断，治療が必要な場合は，各専門医の協力，指

渡辺貴之）．呼吸苦と体動困難で救急受診．日
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ランチ先生との討論が行われており，また国内外の

セイ2014 Medical Finde内科医の道2014；2巻1号

優れた指導医を多く招待し，病棟回診，症例検討，

第111回（2013.12）：155-155．

医学講義も行っています．一流の臨床家の診療技術

5．堂本佳典，渡辺貴之，小林修三，北川泉，杉本

や技能に接する中で，より新しい価値感による知的

栄康，菅波由有．再受診例に隠れる重大疾患を

刺激を受けながら，常に診療の質を高める努力をし

見逃すな．日経メディカル2014；2014年5月号

ています．2005年に設立して以来，まだまだ試行錯

No.558：105-108．

誤の連続ではありますが，今後もより良いものを取

6．根本隆章，松本謙太郎，志水太郎，北川泉，徳

り入れ成長し，世界に向けて情報を発信していきた

田安春．SHM2014（Society of Hospital Medicine：

いと思っています．

病院総合学会）に参加して．JIM
no.7
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2014；vol.24
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血栓塞栓症の診断遅延に関連する因子の検討．
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ニッケ脳症の検討．第111回日本内科学会総会，
東京，2014，4．

13．北川泉，谷川徹也，十倉満．ジェネラル魂！座
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難治性の嘔吐と吃逆で発症した視神経脊髄炎の1
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