
橋本市民病院







伊都・橋本医療圏 奈良県

五條市の人口

36,995人

橋本市の人口

69,435人

伊都郡の人口

28,333人

伊都・橋本・五條地域の中核病院



南海電鉄「難波」から

「林間田園都市」まで40分

大阪へ便利：大阪へ便利：大阪へ便利：大阪へ便利：

奈良へ便利：奈良へ便利：奈良へ便利：奈良へ便利：

京奈和自動車道

高野山へ便利高野山へ便利高野山へ便利高野山へ便利

世界遺産！

【【【【便利な点便利な点便利な点便利な点】】】】



病院の理念

1.医療を介して地域の発展に尽くす

2.こころの通う医療で地域住民の健康の

保持・増進に尽くす

3.中核病院としての機能の向上に尽くす

病院の基本方針

1.患者の権利を尊重し、理解と納得に基づいた信頼される

医療を目指します

2.急性期医療を中心に、安全・良質で適切な医療を・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



橋本市民病院の概要橋本市民病院の概要橋本市民病院の概要橋本市民病院の概要

許可病床数：許可病床数：許可病床数：許可病床数：300300300300床床床床((((急性期急性期急性期急性期288288288288、亜急性期、亜急性期、亜急性期、亜急性期12)12)12)12)：：：：6666病棟病棟病棟病棟

常勤医師：常勤医師：常勤医師：常勤医師：44444444名、名、名、名、看護師：看護師：看護師：看護師：178178178178名、その他職員：名、その他職員：名、その他職員：名、その他職員：55555555名名名名

職員数職員数職員数職員数

診療科目診療科目診療科目診療科目：：：：20202020診療科診療科診療科診療科

内科(消化器内科・代謝内科)、呼吸器内科、循環器内科、小児

科、外科、整形外科、脳神経外科、産婦人科、乳腺外科、呼吸

器外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、麻酔科、眼科、耳

鼻咽喉科、歯科口腔外科、放射線科、リハビリテーション科、

健診科

地域がん診療連携拠点病院・災害拠点病院・その他

特別個室特別個室特別個室特別個室 ３床・感染個室３床・感染個室３床・感染個室３床・感染個室 ６床・個６床・個６床・個６床・個 室室室室 75 75 75 75 床床床床

４人室４人室４人室４人室 216 216 216 216 床床床床 ( ( ( ( 有料個室割合有料個室割合有料個室割合有料個室割合 28282828％％％％))))

特殊外来特殊外来特殊外来特殊外来((((女性漢方外来、女性泌尿器外来、男性更年期外来女性漢方外来、女性泌尿器外来、男性更年期外来女性漢方外来、女性泌尿器外来、男性更年期外来女性漢方外来、女性泌尿器外来、男性更年期外来))))

指定及び指定医療機関指定及び指定医療機関指定及び指定医療機関指定及び指定医療機関



氏名 補職名

（卒業年度）

加入学会・資格

山本勝廣 院長

（S53年）

日本内科学会日本内科学会日本内科学会日本内科学会((((認定医認定医認定医認定医))))、、、、日本内科学会近畿地方会（評議員）日本内科学会近畿地方会（評議員）日本内科学会近畿地方会（評議員）日本内科学会近畿地方会（評議員）、、、、

日本循環器学会（専門医）、日本循環器学会近畿地方会（評日本循環器学会（専門医）、日本循環器学会近畿地方会（評日本循環器学会（専門医）、日本循環器学会近畿地方会（評日本循環器学会（専門医）、日本循環器学会近畿地方会（評

議員）、日本心血管インターベンション治療学会（認定医、指議員）、日本心血管インターベンション治療学会（認定医、指議員）、日本心血管インターベンション治療学会（認定医、指議員）、日本心血管インターベンション治療学会（認定医、指

導医）、日本心臓病学会、日本超音波医学会、日本心臓導医）、日本心臓病学会、日本超音波医学会、日本心臓導医）、日本心臓病学会、日本超音波医学会、日本心臓導医）、日本心臓病学会、日本超音波医学会、日本心臓

ペーシング学会、和歌山県立医科大学・臨床教授ペーシング学会、和歌山県立医科大学・臨床教授ペーシング学会、和歌山県立医科大学・臨床教授ペーシング学会、和歌山県立医科大学・臨床教授

星屋博信 部長

（S63年）

日本循環器学会日本循環器学会日本循環器学会日本循環器学会((((専門医専門医専門医専門医))))、、、、日本内科学会日本内科学会日本内科学会日本内科学会((((認定医認定医認定医認定医))))、、、、日本心日本心日本心日本心

臓病学会臓病学会臓病学会臓病学会、日本心臓ペーシング学会、心電学会、日本心血、日本心臓ペーシング学会、心電学会、日本心血、日本心臓ペーシング学会、心電学会、日本心血、日本心臓ペーシング学会、心電学会、日本心血

管インターベンション治療学会管インターベンション治療学会管インターベンション治療学会管インターベンション治療学会 等等等等

山口智由 医長

（H７年）

日本循環器学会日本循環器学会日本循環器学会日本循環器学会((((専門医専門医専門医専門医))))、、、、日本内科学会日本内科学会日本内科学会日本内科学会((((認定医認定医認定医認定医))))、、、、日本心日本心日本心日本心

臓病学会臓病学会臓病学会臓病学会、日本心血管インターベンション治療学会、日本心血管インターベンション治療学会、日本心血管インターベンション治療学会、日本心血管インターベンション治療学会 等等等等

小林克暢 副医長

（H13年）

日本循環器学会日本循環器学会日本循環器学会日本循環器学会、、、、日本内科学会日本内科学会日本内科学会日本内科学会、日本心エコー図学会、、日本心エコー図学会、、日本心エコー図学会、、日本心エコー図学会、日日日日

本心臓病学会本心臓病学会本心臓病学会本心臓病学会、日本心血管インターベンション治療学会、日本心血管インターベンション治療学会、日本心血管インターベンション治療学会、日本心血管インターベンション治療学会 等等等等

寺口郁子 医員

（Ｈ18年）

日本循環器学会日本循環器学会日本循環器学会日本循環器学会、、、、日本内科学会日本内科学会日本内科学会日本内科学会、日本心エコー図学会、、日本心エコー図学会、、日本心エコー図学会、、日本心エコー図学会、日日日日

本心臓病学会本心臓病学会本心臓病学会本心臓病学会、日本心血管インターベンション治療学会、日本心血管インターベンション治療学会、日本心血管インターベンション治療学会、日本心血管インターベンション治療学会 等等等等

循環器内科スタッフ



非観血的検査

トレッドミル運動負荷試験 174 件

心エコー 1854 件

ホルター心電図 385 件

心臓核医学(RI)検査 69 件

（H20年度）
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冠動脈造影とPCI



循環器内科研修・週間スケジュール循環器内科研修・週間スケジュール循環器内科研修・週間スケジュール循環器内科研修・週間スケジュール

月曜日月曜日月曜日月曜日 火曜日火曜日火曜日火曜日 水曜日水曜日水曜日水曜日 木曜日木曜日木曜日木曜日 金曜日金曜日金曜日金曜日

午前午前午前午前

トレッドミトレッドミトレッドミトレッドミ

ルテストルテストルテストルテスト

心筋シンチ心筋シンチ心筋シンチ心筋シンチ

心エコー心エコー心エコー心エコー

心臓カテー心臓カテー心臓カテー心臓カテー

テル検査テル検査テル検査テル検査

心筋シンチ心筋シンチ心筋シンチ心筋シンチ 心エコー心エコー心エコー心エコー

心臓カテー心臓カテー心臓カテー心臓カテー

テル検査テル検査テル検査テル検査

心エコー心エコー心エコー心エコー

午後午後午後午後

（夕）（夕）（夕）（夕）

心臓カテー心臓カテー心臓カテー心臓カテー

テル検査テル検査テル検査テル検査

心エコー心エコー心エコー心エコー 心臓カテー心臓カテー心臓カテー心臓カテー

テル検査テル検査テル検査テル検査

トレッドミトレッドミトレッドミトレッドミ

ルテストルテストルテストルテスト

心エコー心エコー心エコー心エコー

合同カンフ合同カンフ合同カンフ合同カンフ

ァレンスァレンスァレンスァレンス

((((心臓外科心臓外科心臓外科心臓外科))))



産婦人科スタッフ

氏名氏名氏名氏名 補職名補職名補職名補職名 加入学会・資格加入学会・資格加入学会・資格加入学会・資格

古川健一古川健一古川健一古川健一 部長部長部長部長

日本産婦人科学会（専門医）、日本内分泌学日本産婦人科学会（専門医）、日本内分泌学日本産婦人科学会（専門医）、日本内分泌学日本産婦人科学会（専門医）、日本内分泌学

会、日本不妊学会、日本産婦人科内視鏡学会、日本不妊学会、日本産婦人科内視鏡学会、日本不妊学会、日本産婦人科内視鏡学会、日本不妊学会、日本産婦人科内視鏡学

会、日本産婦人科乳癌研究会、母体保護法会、日本産婦人科乳癌研究会、母体保護法会、日本産婦人科乳癌研究会、母体保護法会、日本産婦人科乳癌研究会、母体保護法

指定医指定医指定医指定医

池島美和池島美和池島美和池島美和 医員医員医員医員

日本産婦人科学会、日本内分泌学会、日本日本産婦人科学会、日本内分泌学会、日本日本産婦人科学会、日本内分泌学会、日本日本産婦人科学会、日本内分泌学会、日本

不妊学会、不妊学会、不妊学会、不妊学会、

三谷有由起三谷有由起三谷有由起三谷有由起 医員医員医員医員

日本産婦人科学会、日本内分泌学会、日本日本産婦人科学会、日本内分泌学会、日本日本産婦人科学会、日本内分泌学会、日本日本産婦人科学会、日本内分泌学会、日本

不妊学会、不妊学会、不妊学会、不妊学会、



分娩・手術件数の年次変化
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産婦人科主要手術件数：産婦人科主要手術件数：産婦人科主要手術件数：産婦人科主要手術件数：221例例例例
(平成平成平成平成20年度）年度）年度）年度）

• 婦人科悪性腫瘍手術婦人科悪性腫瘍手術婦人科悪性腫瘍手術婦人科悪性腫瘍手術27例例例例
子宮癌根治手術子宮癌根治手術子宮癌根治手術子宮癌根治手術 12例例例例
卵巣癌根治手術卵巣癌根治手術卵巣癌根治手術卵巣癌根治手術 5例例例例
子宮頚部円錐切除子宮頚部円錐切除子宮頚部円錐切除子宮頚部円錐切除10例例例例
その他その他その他その他 0例例例例

• 婦人科良性腫瘍手術婦人科良性腫瘍手術婦人科良性腫瘍手術婦人科良性腫瘍手術44例例例例
子宮全摘術子宮全摘術子宮全摘術子宮全摘術 27例例例例
（腹式（腹式（腹式（腹式16例、膣式例、膣式例、膣式例、膣式14例）例）例）例）
子宮筋腫核出術子宮筋腫核出術子宮筋腫核出術子宮筋腫核出術 1例例例例
附属器切除術附属器切除術附属器切除術附属器切除術 22例例例例

• 鏡視下手術鏡視下手術鏡視下手術鏡視下手術84例例例例
腹腔鏡下手術腹腔鏡下手術腹腔鏡下手術腹腔鏡下手術 32例例例例
子宮鏡下手術子宮鏡下手術子宮鏡下手術子宮鏡下手術 52例例例例

• 性器脱手術性器脱手術性器脱手術性器脱手術

メッシュ手術（メッシュ手術（メッシュ手術（メッシュ手術（TVM））））19例例例例

• 産科手術産科手術産科手術産科手術

帝王切開手術帝王切開手術帝王切開手術帝王切開手術 47例例例例



外科スタッフ

嶋田嶋田嶋田嶋田 浩介浩介浩介浩介 副院長副院長副院長副院長

岩倉岩倉岩倉岩倉 伸次伸次伸次伸次 部長部長部長部長 嶋本哲也嶋本哲也嶋本哲也嶋本哲也 医長医長医長医長

中瀬隆之中瀬隆之中瀬隆之中瀬隆之 医長医長医長医長東口崇東口崇東口崇東口崇 医長医長医長医長



外科スタッフ職名、加入学会など

氏名氏名氏名氏名 補職名補職名補職名補職名 認定資格、所属学会認定資格、所属学会認定資格、所属学会認定資格、所属学会 専門領域専門領域専門領域専門領域

嶋田嶋田嶋田嶋田 浩介浩介浩介浩介
副院長副院長副院長副院長

診療部長診療部長診療部長診療部長

日本外科学会（専門医、指導医）、日本消化器外科学会（専門医、日本外科学会（専門医、指導医）、日本消化器外科学会（専門医、日本外科学会（専門医、指導医）、日本消化器外科学会（専門医、日本外科学会（専門医、指導医）、日本消化器外科学会（専門医、

指導医）、日本消化器病学会（専門医）、日本臨床外科学会、日指導医）、日本消化器病学会（専門医）、日本臨床外科学会、日指導医）、日本消化器病学会（専門医）、日本臨床外科学会、日指導医）、日本消化器病学会（専門医）、日本臨床外科学会、日

本消化器内視鏡学会、日本癌治療学会、日本肝胆膵外科学会、日本消化器内視鏡学会、日本癌治療学会、日本肝胆膵外科学会、日本消化器内視鏡学会、日本癌治療学会、日本肝胆膵外科学会、日本消化器内視鏡学会、日本癌治療学会、日本肝胆膵外科学会、日

本内視鏡外科学会、日本静脈経腸栄養学会、近畿外科学会、和歌本内視鏡外科学会、日本静脈経腸栄養学会、近畿外科学会、和歌本内視鏡外科学会、日本静脈経腸栄養学会、近畿外科学会、和歌本内視鏡外科学会、日本静脈経腸栄養学会、近畿外科学会、和歌

山医学会、日医認定産業医、臨床研修指導医、緩和ケア指導医山医学会、日医認定産業医、臨床研修指導医、緩和ケア指導医山医学会、日医認定産業医、臨床研修指導医、緩和ケア指導医山医学会、日医認定産業医、臨床研修指導医、緩和ケア指導医

消化器外科、栄消化器外科、栄消化器外科、栄消化器外科、栄

誉、甲状腺外科誉、甲状腺外科誉、甲状腺外科誉、甲状腺外科

岩倉岩倉岩倉岩倉 伸次伸次伸次伸次
外科部長外科部長外科部長外科部長

日本外科学会（専門医、指導医）、日本消化器外科学会（専門日本外科学会（専門医、指導医）、日本消化器外科学会（専門日本外科学会（専門医、指導医）、日本消化器外科学会（専門日本外科学会（専門医、指導医）、日本消化器外科学会（専門

医）、日本消化器病学会、日本臨床外科学会、日本癌治療学会、医）、日本消化器病学会、日本臨床外科学会、日本癌治療学会、医）、日本消化器病学会、日本臨床外科学会、日本癌治療学会、医）、日本消化器病学会、日本臨床外科学会、日本癌治療学会、

日本内視鏡外科学会、日本大腸肛門病学会、日本感染症学会、日本内視鏡外科学会、日本大腸肛門病学会、日本感染症学会、日本内視鏡外科学会、日本大腸肛門病学会、日本感染症学会、日本内視鏡外科学会、日本大腸肛門病学会、日本感染症学会、

近畿外科学会、和歌山医学会、臨床研修指導医近畿外科学会、和歌山医学会、臨床研修指導医近畿外科学会、和歌山医学会、臨床研修指導医近畿外科学会、和歌山医学会、臨床研修指導医

消化器外科、外消化器外科、外消化器外科、外消化器外科、外

科感染症、栄養、科感染症、栄養、科感染症、栄養、科感染症、栄養、

痔核に対する痔核に対する痔核に対する痔核に対する

ALTAALTAALTAALTA治療治療治療治療

嶋本哲也嶋本哲也嶋本哲也嶋本哲也
外科医長外科医長外科医長外科医長

日本外科学会（専門医）、日本消化器外科学会、日本消化器病学日本外科学会（専門医）、日本消化器外科学会、日本消化器病学日本外科学会（専門医）、日本消化器外科学会、日本消化器病学日本外科学会（専門医）、日本消化器外科学会、日本消化器病学

会、日本臨床外科学会、日本癌治療学会、日本内視鏡外科学会、会、日本臨床外科学会、日本癌治療学会、日本内視鏡外科学会、会、日本臨床外科学会、日本癌治療学会、日本内視鏡外科学会、会、日本臨床外科学会、日本癌治療学会、日本内視鏡外科学会、

日本大腸肛門病学会、日本膵臓学会、近畿外科学会、和歌山医学日本大腸肛門病学会、日本膵臓学会、近畿外科学会、和歌山医学日本大腸肛門病学会、日本膵臓学会、近畿外科学会、和歌山医学日本大腸肛門病学会、日本膵臓学会、近畿外科学会、和歌山医学

会、臨床研修指導医会、臨床研修指導医会、臨床研修指導医会、臨床研修指導医

消化器外科、栄養、消化器外科、栄養、消化器外科、栄養、消化器外科、栄養、

癌の緩和ケア癌の緩和ケア癌の緩和ケア癌の緩和ケア

東口崇東口崇東口崇東口崇
外科医長外科医長外科医長外科医長

日本外科学会（専門医）、日本消化器外科学会、日本臨床外科学日本外科学会（専門医）、日本消化器外科学会、日本臨床外科学日本外科学会（専門医）、日本消化器外科学会、日本臨床外科学日本外科学会（専門医）、日本消化器外科学会、日本臨床外科学

会、日本癌治療学会、日本内視鏡外科学会、近畿外科学会、和歌会、日本癌治療学会、日本内視鏡外科学会、近畿外科学会、和歌会、日本癌治療学会、日本内視鏡外科学会、近畿外科学会、和歌会、日本癌治療学会、日本内視鏡外科学会、近畿外科学会、和歌

山医学会、臨床研修指導医山医学会、臨床研修指導医山医学会、臨床研修指導医山医学会、臨床研修指導医

消化器外科消化器外科消化器外科消化器外科

中瀬隆之中瀬隆之中瀬隆之中瀬隆之
外科医長外科医長外科医長外科医長

日本外科学会（専門医）、日本消化器外科学会、日本消化器病学日本外科学会（専門医）、日本消化器外科学会、日本消化器病学日本外科学会（専門医）、日本消化器外科学会、日本消化器病学日本外科学会（専門医）、日本消化器外科学会、日本消化器病学

会（専門医）、日本臨床外科学会、日本内視鏡外科学会（専門会（専門医）、日本臨床外科学会、日本内視鏡外科学会（専門会（専門医）、日本臨床外科学会、日本内視鏡外科学会（専門会（専門医）、日本臨床外科学会、日本内視鏡外科学会（専門

医）、日本癌治療学会、日本肝胆膵外科学会、日本癌学会、日本医）、日本癌治療学会、日本肝胆膵外科学会、日本癌学会、日本医）、日本癌治療学会、日本肝胆膵外科学会、日本癌学会、日本医）、日本癌治療学会、日本肝胆膵外科学会、日本癌学会、日本

癌転移学会、臨床研修指導医癌転移学会、臨床研修指導医癌転移学会、臨床研修指導医癌転移学会、臨床研修指導医

消化器外科消化器外科消化器外科消化器外科



外科手術件数

（平成21年度）

• 食道癌（１例）

• 胃癌（６３例）

• 十二指腸癌（２例）

• 大腸癌（６２例）

• 肝癌（６例）

• 胆道癌（９例）

• 膵癌（６例）

• その他悪性（９例）

• 胆石（６３例）

• イレウス（１５例）

• ヘルニア（９２例）

• 痔疾患（１２例）

• 虫垂炎（１９例）

• その他（１２２例）

※※※※手術症例４８１例中、手術症例４８１例中、手術症例４８１例中、手術症例４８１例中、腹腔鏡下手術腹腔鏡下手術腹腔鏡下手術腹腔鏡下手術はははは

胆石４５例、胃９例、大腸９例の合計胆石４５例、胃９例、大腸９例の合計胆石４５例、胃９例、大腸９例の合計胆石４５例、胃９例、大腸９例の合計６３例６３例６３例６３例



検査・処置

• 平均入院患者数 48.5名
• 1日平均外来患者 39.7名

• 上部内視鏡検査 １５１３件

• 下部内視鏡検査 800件
• 処置内視鏡 316件

(内、ＥＳＤ 13件)
• ＲＦＡ 15件

入院・外来

内視鏡総数

年間2629例
内科・外科合計で



研修医（協力型）研修医（協力型）研修医（協力型）研修医（協力型）



橋本市民病院で橋本市民病院で橋本市民病院で橋本市民病院で

研修することを研修することを研修することを研修することを

お勧めします！お勧めします！お勧めします！お勧めします！

地域住民が待ってます！

弘法大師(空海)


