
■総合内科 

 

１．2019年度の目標および方針 

総合内科は、2004年4月1日に発足以来15年を経過した。多くの優秀な研修医、指導医の貢献、さらに院

内各部署のサポートをいただき、飛躍的に発展している。2010年に八重樫が部長職を引き継ぎ、2014年

に感染症科が発展的な独立・分離した際に総合診療科から総合内科に改称したのちもその傾向は変わら

ない。今後も佐藤暁幸部長・伴浩和医長・小森將史医長・竹之内盛志医長・竜彰医長代理・フェローと

後期研修医達と協力し質の高い医療を提供する中で、患者さんのニーズを満たす医師を数多く輩出する。

エビデンスに基づいた診療の実践では、大病院の総合内科としては、日本一の総合内科と自負している。

今年度も全国的な知名度を活用し、実際に見学に来た学生・研修医が感銘を受ける程学びにつながる教

育を行っていく。 

 

具体的目標としては、次の通りである。 

1)初期研修医教育プログラムへの貢献 

①病棟診療、②初期研修医教育、③外来診療、④救急研修、⑤安房地域医療センター 

2)後期研修プログラムへの貢献 

①後期研修医の育成、②学会発表・研究・執筆、③内科系後期研修医の教育、④レクチャー、⑤会議 

3) 地域医療への貢献 

4) 総合診療教育部としての貢献 

 

２．2019年度の評価 

  2018年度も、当初計画を達成した。雑誌Hospitalist、米国内科学会日本支部、JHospitalist Network

等を通じて全国に情報発信もできた。NHKクローズアップ現代+で当科取材の様子が全国放映され、当科

のACPの取り組みが全国民に広められた。 

 

３．総合内科の業務紹介、スタッフ数など 

1)業務紹介 

①入院診療 

亀田総合病院の総合内科に入院する多彩な患者さんに対する患者診療。内科夜間緊急入院の1/3(準夜帯)

から1/2(深夜帯)の入院は総合内科入院となっており、最多の患者さんを入院診療している。 

 

②外来診療 

・亀田クリニックの総合内科外来を受診される患者診療 



４．年間活動内容と業績の「4)予防接種本数」参照 

③教育活動 

・入院診療における初期研修医教育 

・外来診療における初期研修医教育（土曜日） 

・入院診療における後期研修医教育 

・入院診療における医学生（国内・国外）教育 

・外来診療セミナーの開催 

・救急 walk-in 診療における初期研修医教育 

 

④併診等の他科サポート：2012年度は神経内科・救急救命科、2013年度は消化器内科（再度2016年度から）、

2014年2月から2018年4月は泌尿器科、2017年3月から腫瘍内科、2018年からは腎臓高血圧内科等、当該疾患

の入院患者の入院診療を総合内科で担うよう依頼に応じて院内の他科のサポートを行っている。 

また、総合内科による他科入院患者さんの併診も2018年度は 67例 依頼を受け、他の診療科に貢献してい

る。 

 

2)スタッフ数（2019年4月1日時点） 

①指導医 

夏目隆史教育顧問、八重樫牧人部長、佐藤暁幸部長、伴浩和医長、竹之内盛志医長、小森將史医長、竜彰

医長代理、安藤尚子医員(育休中)、片山充哉医師（非常勤）、佐田竜一医師（非常勤） 

 

＜八重樫牧人 部長＞ 

1997年弘前大学卒、亀田総合病院での初期研修、沖縄海軍病院での研修を経て、ニューヨークの

St.Luke's-Roosevelt病院で内科研修、ニューヨーク州立大学で呼吸器内科フェローシップ、ピッツバーグ

大学病院で集中治療フェローシップを修了、2006年より当科勤務。2013年創刊の雑誌Hospitalistの編集委

員として全国的な知名度の向上に寄与している。 

 

＜佐藤暁幸 部長＞ 

2002年慶應大学医学部卒業、2004年に亀田で総合診療科の創立に関わり、2006-2008年には地域医療振興協

会を通じて湯沢などで地域医療に造詣を深め、2008年より当科に戻り、入院・外来・見学・外来診療セミ

ナー等幅広い活躍をしている。2016年のいすみ医療センター出向から2017年に復帰し活躍している。 

 

＜伴浩和 医長＞ 

2006 年鳥取大学卒業、2012 年―2015 年ニューヨークの Mount Sinai Beth Israel 病院内科研修、2015-2017

年 Maryland 大学感染症科研修、2018 年 1 月から亀田 総合内科・感染症にスタッフとして加わる。米国



内科専門医かつ感染症専門医として研修医教育に多大な貢献をしている。 

 

＜小森將史 医長＞ 

2010年東邦大学卒。2010年当院初期研修、2012年から当院当科後期研修を経て、2016年からLondonのKings 

Collegeに留学、2019年から総合内科指導医として戻り、研修医教育に貢献している。 

 

＜竹之内盛志 医長＞ 

2011年福井大学卒。2013年から当院当科後期研修、その後帝京千葉医療センターで膠原病内科の研修と指

導医を経て、2019年から総合内科指導医として戻り、ITの活用と研修医教育に貢献している。 

 

＜吉田尚子 医員＞ 

2010年九州大学医学部卒業、武蔵野赤十字病院初期研修医、当院当科後期研修医・フェローを経て、2016

年から当科指導医に加わる。当科史上初の女性指導医であり、育休からも復帰し、貴重な貢献・インプッ

トで科全体に貢献している。現在産休中。 

 

＜竜彰 医長代理＞ 

2013年琉球大学医学部卒業、倉敷中央病院 初期研修、当院当科総合内科後期研修医を経て、2018年から

当科指導医に加わる。消化器内科トラック担当指導医として、内視鏡手技の指導と、消化器内科と総合内

科の連携に貢献している。 

 

・シニアレジデント：  １６名 （うち、内科専攻医３名） 

チーフレジデントを中心に素晴らしいチームワークを誇る 

 

４．年間活動内容と業績 

1)入院診療 

一日平均入院患者数   76名 

年間延べ入院患者数 27,751名 

2)外来診療 

総合内科外来診療を担当 

一日平均診療患者数   152名 

年間診療実患者数    13,403名  

3)教育活動 

上記教育業務を遂行した。 



4)予防接種本数 

 

合計974本のワクチン接種 

 

５．教育・勉強会 

1)病棟新入院カンファランス毎朝 

2)グラム染色道場：金曜日早朝 

3)他職種合同ケアカンファランス：毎週木曜日 

総合内科2018年度
薬品名称 施設 合計

ニューモバックス CL外来 224
ニューモバックス HP入院 64
ブレベナー CL外来 131
ブレベナー HP入院 103
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ CL外来 61
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ HP入院 114
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ桿菌ﾀｲﾌﾟ（Hib）ﾜｸﾁﾝ（ｱｸﾄﾋﾌﾞ）CL外来 2
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ桿菌ﾀｲﾌﾟ（Hib）ﾜｸﾁﾝ（ｱｸﾄﾋﾌﾞ）HP入院 2
破傷風ワクチン CL外来 58
破傷風ワクチン HP入院 2
Ｂ型肝炎ワクチン CL外来 10
Ｂ型肝炎ワクチン HP入院 1
Ａ型肝炎ワクチン CL外来 8
Ａ型肝炎ワクチン HP入院 1
ムンプスワクチン CL外来 9
狂犬病ワクチン CL外来 2
水痘ワクチン CL外来 103
水痘ワクチン HP入院 49
髄膜炎菌４価ワクチン CL外来 2
腸チフス(TYPHIMViR) CL外来 1
風疹ワクチン CL外来 5
麻疹・風疹混合ワクチン CL外来 10
麻疹ワクチン CL外来 7
３種混合ワクチン CL外来 1
ロタリックスワクチン CL外来 1
不活性化ﾎﾟﾘｵﾜｸﾁﾝ CL外来 3



4)医療の質カイゼンカンファ：月1回 

5)救命救急科合同カンファランス：定期月１回 

6)在宅合同カンファランス：定期月1回 

7)Visiting Professor回診：火、水 

8)Journal Club：隔週で火曜日朝 

 

6．学術関係 

1 MKSAP 必須知識を体得する米国流ショートカット!!! 八重樫 牧人(亀田総合病院 総合内科), 

志水 英明 ACP(米国内科学会)日本支部年次総会プログラム集 2018 巻 Page2-C3-3(2018.06) 

会議録 

 

2エビデンスに基づく成人の予防医療 2018年版 八重樫 牧人(亀田総合病院 総合内科), 圓尾 友梨, 

宮田 豊大 ACP(米国内科学会)日本支部年次総会プログラム集 2018 巻 Page1-M1-2(2018.06) 会

議録      

3 市中発症肺炎における緑膿菌検出例の臨床的検討 山藤 栄一郎(亀田総合病院 総合内科), 鈴木 基, 

八重樫 牧人, 石田 正之, 青島 正大, 有吉 紅也, 森本 浩之輔 日本内科学会雑誌(0021-5384)108 巻

Suppl. Page208(2019.02) 会議録    

 

4 子宮頸癌検診後に発症した A 群溶血性連鎖球菌腹膜炎の 1 例 西脇 拓郎(亀田総合病院 総合内科), 

鴻江 蘭, 竜 彰, 小林 宏維, 伴 浩和, 八重樫 牧人, 細川 直登 日本内科学会関東地方会 648 回 

Page30(2019.02) 会議録 

 

5 間接コホートデザインによる 23 価肺炎球菌ポリサッカライドワクチンの肺炎予防効果の推定 鈴

木 基(長崎大学熱帯医学研究所 臨床感染症学分野), Dhoubhadel Bhim Gopal, 石藤 智子, 八重樫 牧

人, 麻生 憲史, 石田 正之, 濱口 杉大, 青島 正大, 有吉 紅也, 森本 浩之輔, 安波 道郎, Adult 

Pneumonia Study Group-Japan(APSG-J) 日 本 化 学 療 法 学 会 雑 誌 (1340-7007)66 巻 Supplant 

Page301(2018.04) 会議録 

 

6 6 週間続く不明熱で来院し、サルコイドーシスと診断した 1 例(会議録/症例報告) 

Author：竜 彰(亀田総合病院 総合内科), 林 玲奈, 城下 彰宏, 佐藤 暁幸 

Source： 日本内科学会関東地方会 643 回 Page26(2018.07) 

 

7【感染症関連国際ガイドライン-近年のまとめ】(第 2 章)臨床感染症に関するガイドライン 真菌症 

クリプトコッカス症(2010 年,IDSA) Clinical practice guidelines for the management of 

cryptococcal disease(解説/特集)Author：伴 浩和(亀田総合病院 総合内科・感染症科) 

Source： 臨床検査 (0485-1420)62 巻 10 号 Page1294-1300(2018.10) 

 

8 十二指腸狭窄を来す後腹膜血腫の原因として正中弓状靱帯圧迫症候群を疑った 1 例(会議録/症例報

告)Author：福本 亜美(亀田総合病院 総合内科), 大國 皓平, 與語 葵 Source： 日本内科学会関東地



方会 649 回 Page48(2019.03) 

 

9【教えて検索!-膨大な医学情報を吟味・整理するスキル】我探す故に我あり! すばやく的確に"fact"

を検索する方法 「二次文献データベース」の効果的な使い方と限界(解説/特集) 

Author：與語 葵(亀田総合病院 総合内科), 宮田 豊大 

Source： 総合診療 (2188-8051)29 巻 1 号 Page32-38(2019.01) 

 

10 Gram 染色で Actinomyces を疑い、培養陰性検体の遺伝子学的検査で確定診断した Actinomyces 

Israeli 肝膿瘍の一例(会議録/症例報告)Author：高橋 揚子(亀田総合病院 総合内科), 與語 葵, 原田 

真梨子, 内木場 紗奈, 大楠 清文, 細川 直登 Source： 日本化学療法学会雑誌 (1340-7007)66 巻

Supplant Page373(2018.04) 

 

11 中毒性巨大結腸症を呈し高病原性株による感染が疑われた重症再発 Clostridium difficile 感染症

(CDI)の一例(会議録/症例報告)Author：大川 直紀(亀田総合病院 総合内科), 原田 真梨子, 與語 葵, 

笹澤  裕樹 , 矢野  勇大 , 細川  直登 , 妹尾  充敏 , 加藤  はる Source：  日本化学療法学会雑誌 

(1340-7007)66 巻 Supplant Page340(2018.04) 

 

12 グリチルリチン製剤により偽性アルドステロン症を来した 1 例(会議録/症例報告) 

Author：鈴木 隆太(亀田総合病院 総合内科), 竜 彰, 南澤 潔 

Source： 日本内科学会関東地方会 648 回 Page46(2019.02) 

 

13 副鼻腔炎が原因と考えられた侵襲性肺炎球菌感染症の 1 例(会議録/症例報告) 

Author：岩井 美穂(亀田総合病院 卒後研修センター), 大川 直紀, 竜 彰, 笹澤 裕樹, 細川 直登 

Source： 日本内科学会関東地方会 648 回 Page29(2019.02) 

 

14 発症 6 日前に膵酵素上昇のあった劇症 1 型糖尿病の 1 例(会議録/症例報告) 

Author：林 玲奈(亀田総合病院 卒後研修センター), 竜 彰, 佐藤 暁幸 

Source： 日本内科学会関東地方会 645 回 Page33(2018.10) 

 

15 めまいと食思不振を主訴に来院し、ACTH 単独欠損症の診断に至った 1 例(会議録 /症例報

告)Author：佐藤 友美(亀田総合病院 総合内科), 住吉  啓伸, 片平  雅大, 吉田  尚子, 桝澤  政広

Source： 日本内科学会関東地方会 649 回 Page63(2019.03) 

 

16 【もっともっとフィジカル!-黒帯級の技とパール】消化器系の症候 肝疾患の"一歩進んだ"身体所

見(解説/特集)Author：片平 雅大(亀田総合病院 総合内科), 中路 聡, 小林 健二 

Source： Medicine (0025-7699)55 巻 9 号 Page1372-1377(2018.08) 

 

17 【終末期を考える 今、わかっていること&医師ができること すべての終末期患者と家族に必要

な医療・ケア】 (第 2 章)疾患別の終末期 わかっていること vs いないこと 慢性呼吸器疾患の終末

期 (解説 /特集 )Author：鈴木  隆太 (亀田総合病院  総合内科 ), 吉田  尚子 Source：  G ノート 



(2188-3033)5 巻 6 号 Page905-911(2018.09) 

 

18 【教えて検索!-膨大な医学情報を吟味・整理するスキル】我探す故に我あり! すばやく的確に"fact"

を検索する方法 「二次文献データベース」の効果的な使い方と限界(解説/特集)Author：與語 葵(亀

田総合病院 総合内科), 宮田 豊大 Source： 総合診療 (2188-8051)29 巻 1 号 Page32-38(2019.01) 

 

19 糖質制限食中に糖尿病ケトアシドーシスを発症した 1 型糖尿病の 2 例(原著論文) 

Author：宮島 徹(鉄蕉会亀田総合病院 卒後研修センター), 新垣 慶人, 津村 成美, 小川 理, 内木場 

紗奈, 佐藤 暁幸, 桝澤 政広 糖尿病領域のオンライン投稿誌 Diabetes Frontier Online 6, e1-001, 

2019 2019-1-22 Source： Diabetes Frontier Online (2188-7527)6 巻 Page np1-np6(2019.): 

 

20 雑誌掲載：J-IDEO (ジェイ・イデオ) 【 特集：感染症検査機器の最新潮流】Author：伴 浩和  

Source：雑誌 ISSN：2432707 出版社：中外医学社発行日：2019-05-10 分野：臨床医学：内科  

 

【PubMed】 

１ New technology meets clinical knowledge: Diagnosing Streptococcus suis meningitis in a 

67-year-old man. 

Katayama M, Mori T, Hasegawa S, Kanakubo Y, Shimizu A, Hayano S, Hosokawa N, Moody S. 

IDCases. 2018 Apr 5;12:119-120. 

 

２ Serological Cross-Reactivity among Orientia tsutsugamushi Serotypes but Not with Rickettsia 

japonica in Japan.  

Sando E, Ariyoshi K, Fujita H. 

Trop Med Infect Dis. 2018 Jul 5;3(3). 

 

３ Effectiveness of inactivated influenza vaccine against laboratory-confirmed influenza 

pneumonia among adults aged ≥65 years in Japan.  

Suzuki M, Katsurada N, Le MN, Kaneko N, Yaegashi M, Hosokawa N, Otsuka Y, Aoshima M, 

Yoshida LM, Morimoto K. 

Vaccine. 2018 May 17;36(21):2960-2967. 

 

 

【学会】 

演題：A Great Imitator: Military Tuberculosis Presented with Septic Shock 

発表者：佐藤碧 竜彰 片山充哉 

開催日：2018/6/16                                      

学会名：ACPJC 年次総会 2018  

 

演題：グリチルリチン製剤により偽性アルドステロン症を来した 1 例 

発表者：鈴木 隆太(亀田総合病院 総合内科), 竜 彰, 南澤 潔 



開催日：2019/2/2 

学会名：日本内科学会関東地方会 648 回  

 

演題：副鼻腔炎が原因と考えられた侵襲性肺炎球菌感染症の 1 例 

発表者：岩井 美穂(亀田総合病院 卒後研修センター), 大川 直紀, 竜 彰, 笹澤 裕樹, 細川 直登 

 開催日：2019/2/2 

学会名：日本内科学会関東地方会 648 回 

  

演題：D‐dimer 陰性で，肺血栓塞栓症を合併した原発性鎖骨下静脈血栓症（Paget‐Schroetter 症

候群）の 1 例 

発表者：高岡沙知(安房地域医療センター), 竜 彰 

開催日：2018/10/13 

学会名：日本内科学会関東地方会 645 回 

 

演題：発症 6 日前に膵酵素上昇のあった劇症 1 型糖尿病の 1 例(会議録/症例報告) 

発表者：林 玲奈(亀田総合病院 卒後研修センター), 竜 彰, 佐藤 暁幸 

開催日：2018/10/13 

学会名：日本内科学会関東地方会 645 回 

 

演題：甲状腺亜全摘術後，12 年の経過でバセドウ病の再発が明らかとなった１例 

発表者：高岡沙知(安房地域医療センター), 竜 彰 

開催日：2018/7/15 

学会名：日本内科学会関東地方会 643 回 

 

演題：6 週間続く不明熱で来院し、サルコイドーシスと診断した 1 例 

発表者：竜 彰(亀田総合病院 総合内科), 林 玲奈, 城下 彰宏, 佐藤 暁幸 

開催日：2018/7/15 

学会名：日本内科学会関東地方会 643 回 

 

発表者：友田 陽子 

演題：Don't Be Derailed By A Negative Test 

開催日：2018/4/11~4/14 

学会名：Society of General Internal Medicine 2018 

 

発表者：片平 雅大  

演題：A shortcut to confusion 

開催日：2018/4/11~4/14 

学会名：SGIM Annual meeting 2018    

     

発表者：内木場 紗奈 



演題：Midsummer's night  fever… 

開催日：2018/4/11~4/14     

学会名：Society of General Internal Medicine 2018  

 

発表者：圓尾 友梨    

演題：Hickam's dictum for younger adults…  

開催日：2018/4/11~4/14    

学会名：SGIM Annual meeting 2018 

 

発表者：山藤 栄一郎 

演題：impact of infant pneumococcal conjugate vaccines on…  

開催日：2018/4/15~4/19  

学会名：第 11 回肺炎球菌・肺炎球菌感染症国際シンポジウム（ISPPD） 

 

 

指導者：八重樫 牧人 

開催日：2018/4/11~4/14  

学会名：SGIM Annual meeting 2018 

 

発表者：内木場 紗奈 

演題：Existence of the unseen 

開催日：2018/4/11 

学会名：Society of General Internal Medicine 2018 

 

発表者：大川 直紀 

演題：An Uncommon Cause of Fever and Rash: Unearthing the Cause By skin Biopsy 

開催日：2018/4/26 

学会名：第 62 回日本リウマチ学会総会・学術集会総会    

 

発表者：大川 直紀  

演題：当科における低用量ＳＴ合剤によるニューモシスチス肺炎の治療に関する検討 

開催日：2018/4/27 

学会名：第 62 回日本リウマチ学会総会・学術集会総会  

 

発表者：山藤 栄一郎  

演題：日本紅斑熱における皮疹の特徴 

開催日：2018/5/31 

学会名：第 92 回日本感染症学会学術講演会・第 66 回日本化学療法学会 

 

発表者：大川 直紀  



演題：中毒巨大結腸症を呈し高病原性株による感染が疑われた重症再発 Clostridium difficile 感染症

（CDI)の一例  

開催日：2018/5/31 

学会名：ACPJC 年次総会 2018 

   

発表者：大川 直紀 

演題：Doctor's Dilemma Japan 

開催日：2018/6/3    

学会名：ACPJC 年次総会 2018 

 

発表者：宮田 豊大 

演題：Doctor's Dilemma Japan 

開催日：2018/6/3 

学会名：ACPJC 年次総会 2018  

 

発表者：宮田 豊大 

演題：エビデンスに基づく成人の予防医療 2018 年版 

開催日：2018/6/2    

学会名：ACPJC 年次総会 2018  

 

発表者：内木場 紗奈 

演題：最新論文 20 選 2018 年度版：忙しいあなたのために 

開催日：2018/6/2~6/3 

学会名：ACPJC 年次総会 2018 

 

発表者：片平 雅大 

演題：最新論文 20 選 2018 年度版：忙しいあなたのために 

開催日：2018/6/2~6/3 

学会名：アメリカ内科学会(日本支部) 

 

発表者：八重樫 牧人 

演題：MKSAP-An American short cut to obtain necessary knowledge 
開催日：2018/6/2~6/3 

学会名：ACPJC 年次総会 2018 

 

発表者：圓尾 友梨 

演題： エビデンスに基づく成⼈の予防医療 2018 年版 
開催日：2018/6/2~6/3 

学会名：ACPJC 年次総会 2018 

 



発表者：與語 葵 

演題：エビデンスに基づく成人の予防医療 2018 年版 

開催日：2018/5/31~6/3 

学会名：日本感染症学会学術講演会 

 

発表者：山藤 栄一郎  

演題：恙虫病において解熱は体内からの病原体排除と同義ではない 

開催日：2018/6/15~6/17  

学会名：第 26 回ダニと疾患のインターフェイスに関するセミナー                       

  

発表者：山藤 栄一郎  

演題：Serological cross-reactivity between Rickettsia japonica and Oriental tsutsugamusi, and 

among O.tsutsugamushi serotypes 

開催日：2018/10/3~10/7  

学会名：ID week 2018.                                                  

 

 

分責：八重樫 牧人 


