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この度、名古屋記念病院広報誌をリニューアルいたしました。
地域の方と繋がるコミュニケーションツールとして、ご活用いただけるよう、
楽しい誌面作りをおこなってまいります。

この度、名古屋記念病院広報誌をリニューアルいたしました。
地域の方と繋がるコミュニケーションツールとして、ご活用いただけるよう、
楽しい誌面作りをおこなってまいります。

私たちは、優しさと安らぎを提供し、
地域の皆様から信頼される病院をめざします。病院理念

あなたと繋がるコミュニケーションツール
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表紙のキラリ人
● 名前　瀧川　雄貴
● 部署　循環器内科
● 職種　医師
● 座右の銘

はじめまして。名古屋記念病院で循環
器内科を中心に後期研修をさせて頂い
ています。2年前から初期研修医として
お世話になっているので、院内で見か
けた際には声をかけて下さるとうれしい
です。今後とも素敵な上級医の先生方
と共に、少しでも皆様の助けになるよう
一生懸命頑張っていきたいです。
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Tel.052-804-1111
電話予約 / 9:00～15:00

地域医療支援病院
災害拠点病院
愛知県がん診療拠点病院

〒468-8520
名古屋市天白区平針四丁目305 番地

※午後診は原則予約制
救急外来は24時間対応
リハビリテーション科／人間ドック
日曜・祝日・土曜日午後

救急
その他
休診日

2020年5月1日現在

診療担当医師一覧表
受付時間　●午前診／8:00～11:30　●夕診／16:00～18:00

診療科 月 火 水 木 金 土
午前 交代制 交代制/近藤(リウマチ) 交代制 交代制/宮﨑(禁煙) 交代制

午後 近藤/井口(感染症)

午前 吉田/松永/古田 粥川(9：30～) 丸茂 片岡/伊奈 吉田(嵩)

午後 片岡/伊奈 粥川 古田 粥川/長尾

午前 伊藤

午後 伊藤

午前 佐久間 佐久間(9：30～) 原 大見 原

午後 佐久間 川崎 佐久間 原

午前 椎野 中島 中嶋 永原 椎野

午後 中島/永原 永原/瀧川 椎野/瀧川,中島

午前 杉浦/中舘/小山 杉浦/野尻 戸川/中舘/新海(肝臓) 丸谷/山東 丸谷/野尻/戸川

午後 中舘/戸川 山東

榊原 榊原

戸川/中舘 丸谷/山東 野尻

午前 市田 立松 伊藤

午後 市田

呼吸器内科 午前 中野 宮﨑 冨田 宮﨑 立石

午前 水野/西 岡野/福岡 水野/福岡 冨永/西 福岡/佐野(胸部)

午後
石川/早川
（形成）

一川（乳腺） 坂野（血管） 稲石（乳腺）

脳神経外科 午前 吉本 盛岡 吉本 東口 吉本

午前 梅田/髙原 梅田/友澤 梅田(予約のみ) 吉田（諭) 吉田（諭)/住友

午後 佐々木(女性小児)

整形外科 午前 都野田/金子/西田 小澤/森田/米田(手) 森田/西川/酒井 小澤/金子/杉浦
岡本/都野田/
井戸田(膝・肩)

午前 小田川/石川 佐藤/廣中 石川/神谷 廣中/小田川 神谷/佐藤

午後 小田川/担当医 野坂

皮膚科 午前 村瀬 森 浦田

眼科 午前 佐藤 牛田 牛田 牛田 牛田

耳鼻咽喉科 午前 麦/髙山 麦/髙山 麦/髙山 交代制 髙山/久徳

放射線科 竹内(午前) 大島(午後）

精神科 午前 須川 飯高

心療内科 午後 舌津 舌津

午前 徳永/西尾 森田/鈴木/末永 徳永/岩田 森田/西尾 森田/鈴木/岩田,末永

森田(ワクチン・慢性)/
松本(腎臓)第1,3,5

岩田,末永/
徳永(慢性)
末永　佑佳

交代制(ワクチン)/
長谷川(慢性)14：30-

森田(ワクチン)/
長谷川(慢性)

森田(ワクチン・慢性)/
岩田(慢性)

鈴木(慢性・インフル)/
末永
(乳健・慢性・インフル)

栄養指導/
城所(神経)第1,3,4,5

西尾(慢性)/
佐藤(アレルギー)

徳永(慢性)/
鈴木(慢性)

末永(慢性)/
佐藤(アレルギー)

夕診 末永 鈴木 西尾,岩田/長谷川/
加藤(循環器)

徳永 岩田,西尾

代謝内分泌内科

循環器内科

消化器内科

内科

内科

外科

脳神経外科

泌尿器科

整形外科

産婦人科

皮膚科

眼科

耳鼻咽喉科

小児科

交交代制

血液化学療法内科

神経内科

産婦人科

小児科 午後

腎臓内科

外科

泌尿器科

（午前診）



サクラクリニックは、一ッ山住宅口交差点ほ

ど近くの、西入町バス停前にあります。クリ

ニック２階にはデイケアうらら、３階にはサク

ラ健康増進クラブファイトが併設されてお

り、生活習慣病、認知症の予防・治療に積

極的に取り組んでいます。

院長の野田泰永先生は昭和61年（1986

年）筑波大学医学専門学群をご卒業後、筑

波大学附属病院、東京厚生年金病院等の

医療機関にて循環器外科、消化器外科の

診療に従事。平成4年より東京厚生年金

病院にて外科医長として臨床に携わり研鑽

を積まれた後、平成10年3月、この地でサク

ラクリニックを開業されました。もともとは、現

在のクリニックの駐車場に当たる部分でご

尊父さまが野田医院を開業されており、先

生が医師となられ十数年経った頃、ご尊父

さまより「そろそろ引退を考えている」と連絡

があったのだそうです。当時の事を伺うと

「その頃私は関東で勤務医をしていたので

すが、父の後継者として生まれ育った名古

屋の地に戻ることを決意しました。それが平

サク

てお

に積

986

後、筑
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年金
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成10年3月のことです。しばらくの間は野田

医院のままで続けていたのですが、病院とい

うのは、できれば来たくない所ですよね。そう

いった意味でも、もっと気軽に来院できる親

しみのあるクリニック名にしたいと考え、『サ

クラクリニック』と改名しました」。

この建物になったのは引き継いでから５年ほ

ど経過した時なのだそうで、その時に植えた

桜の木が大きく成長し、サクラクリニックを

彩っています。

この４月より天白区の医師会長に就任され

た野田先生ですが、今から10年ほど前、名

古屋市医師会の理事を務めておられました。

当時名古屋市内では病児保育が公的に認

められておらず、行政に認めていただくよう働

きかけたり、認知症における物忘れ相談員の

育成活動など6年間、責務を全うされ一会員

にもどられます。

「理事として中心的に活動していた時は、こ

の活動が地域のみなさんのためになると思

い従事しておりましたが、一会員に戻ってから

は、自身の忙しさを理由に疎遠になりつつあ

りました。ましてや、入会したての若い先生方

はご自身のクリニックのことだけで精一杯で

すから、そうなることも否めません。ただ、開業

医の先生方は総合病院などで勤務医を経

験し今があるわけですから、いわばそれぞれの

科のプロフェッショナルのネットワークなんで

すね。開業医同士顔の見える関係で互いに

野田

院とい

。そう
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相談できれば、連携が密になり、ひいてはこ

の地域の皆さんの健康管理や疾病に対す

る対応がより質の高いものになると考えて

います。私は、両者を経験したことを生かし

て、顔の見える関係を構築し、情報共有や

ネットワーク造りを強化し、若い先生方にも

医師会を身近に感じてていただけるよう取り

組んで参りたいと思います」。

「まずは何でも相談できるかかりつけ医を

持って頂きたいですね。高度医療を担う基

幹病院の役割は、より重篤な患者さんを診

ることです。そこに多くの患者さんが押し寄

せることで本来の機能が発揮できません。

開業医の強みは、直接治療には関係のな

い会話から得られた、患者さんの情報です。

家族構成や住環境などを把握した上で診

療を行うことで患者さんのちょっとした変化

にも気づきやすいんですね。また物理的距

離も近いので何かあった時に比較的すぐに

受診できます。また、この先より専門的な治

療・検査などが必要になると判断した場合

は、名古屋記念病院のような基幹病院へご

紹介させていただきます」。

名古屋記念病院は、この地域の総合病院

として頼りになる医療機関でありたい。その

ためには地域の開業医の先生方のお力が

必要です。今後も、この地域のかかりつけ医

としてのご活躍を期待しています。
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▲野田泰永院長

D A T A
【 T E L 】
【 住 所 】
【診療科目】

【診療時間】

【ご 予 約】

【休 診 日】052-801-3931
名古屋市天白区一つ山2-6
●内科●循環器科●外科
●消化器科●小児科
午前／08:30～12:30
午後／17:00～19:30
050-5840-3800

木曜午後・土曜午後・
日曜・祝日

月 火 水 木 金 土 日

○ ○ ○ ○ ○ △ ×

○ ○ □ × ○ × ×

午 前

午 後

△土曜日は午前8：30～午後1:00
□水曜日の午後診は午後5：30～午後8：00

サクラクリニック連携医療機関紹介

ご尊父さまの代から40年余り、
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天白白白区医師会会会会会会会会会会会会会会長長長就任天天天天天天天天天天天天白区医師会長就任

あなたの街のお医者さんあなたの街のお医者さんあなたの街のお医者さん
院内 得得知っ　   情報

腎臓内科
伊藤　一洸（いとう かずひろ）

消化器内科
小山　哲生（こやま てつお）

01：人事を尽くして天命を待つ
02：家族で楽しく仲良く過ごしています

01：千里の道も一歩から
02：子供と遊ぶ

01：塞翁が馬
02：ゲーム

01：努力は裏切らない
02：買い物

01：変化対応
02：公園やサイクリングに行ったりしてます

01：全力を尽くす
02：軽い運動をしてリフレッシュすること

小児科
末永　佑佳（すえなが ゆか）

整形外科
西川　惠一郞（にしかわ けいいちろ）

産婦人科
野坂　麗奈（のさか れな）

内科
川崎　奈那（かわさき なな）

４月に赴任した新任医師を紹介します

新臨床研修医のご紹介

き　 ら　 り

久保　慧人
くぼ けいと

鈴木　陽子
すずき ようこ

中村　里香
なかむら りか

山田　実希
やまだ みき

河瀬　穂乃美
かわせ ほのみ

久保　慧人
くぼ けいと
石川　智仁
いしかわ　さとみ

久保　慧人
くぼ けいと
井上　増美
いのうえ　ますみ

津留　茉利子
つる　まりこ

三浦　梨音
みうら　りおん

01 02座右の銘 休日の過ごし方
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