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　眼精疲労とは単に疲れ目だけではありません。一言
で表現すると「目に原因がある心身症」です。つまり
全身症状では、頭痛、吐き気、いらいら、集中力低
下、眼科では疲れ目、しょぼしょぼ、かすみ目、整形
外科では肩こり、筋肉痛などの原因になります。
　最も多い原因が年齢によるもの、つまり老眼です。
目の焦点を合わせる力を調節力といいますが、調節力
は赤ちゃんが最高で以後衰えていきます。10歳の調節
力を12とすると、20歳で7、30歳5、40歳3、50歳1、60
歳0.2、70歳0となります。これは正常な目つまり正
視、遠視、近視、乱視にかかわらず皆同じ値です。40
歳から60歳にかけて急激に衰え、特に50歳前後で著し
く進みます。見え方は正視、遠視、近視で異なりま
す。正視では遠くが見えて近くが見えにくい、遠視で
は遠くも近くも見えにくい、近視では遠くが見えにく
く、近くは見えます。
　治療はメガネしかなく、正視では老眼鏡、遠視では
遠く用の常用メガネと老眼鏡の2つ、近視では遠く用
のメガネだけで老眼鏡は不要です。近視は老眼になら
ないのではなく、老眼鏡が要らないだけです。近視で
も遠く用のメガネをかけたままだと、近くは見えにく

眼科部長 大垣修一

いはずです。遠近両用メガネはあまり大きな期待をし
なければ使えますが、スポーツや車の運転の時は危な
いので使わないで下さい。遠近両用メガネは遠くから
近くまで、はっきり見えるのではなく、ぼんやり、な
んとなく見えるだけです。自分に合ったメガネを使っ
てから頭がすっきりした、体調が改善したという方は
非常に多くいます。特に遠視の方は若い頃から眼精疲
労を生じやすいので、常用メガネをお勧めします。
　他の治療としてビタミン剤の目薬や飲み薬、種々サ
プリメントがあります。これらは調節力の低下、老眼
を抑えることは出来ませんが、症状を和らげる作用が
あるので、メガネと併せて使うと良いでしょう。
　老眼に次いで多い原因がドライアイです。なんと国
民の7割がドライアイです。目薬は市販も含め非常に
たくさんありますが、ドライアイのタイプにより使い
分けが必要です。メガネ同様、自分に合った目薬を使
用して下さい。
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10月より呼吸器外科を新規開設しました

　本年10月より呼吸器外科が新規開設され、本格
的な肺癌手術が可能となりました。従来のいわゆ
る開胸手術では、術後の創部痛や大きな手術痕が
問題になっていましたが、当科では完全胸腔鏡手
術により国内最小クラスの約4cmの切開で手術が可
能です。またこれに伴い入院期間も短縮し、通常
手術後1週間で退院が可能です。
　肺癌以外にも、肺がパンクし空気が漏れ出す気
胸に対する完全胸腔鏡手術や、手のひらに異常に
汗をかく手掌多汗症に対する胸腔鏡下交感神経切
断手術など、幅広い胸部疾患に対応しています。
また当科では、必要に応じて香川大学医学部呼吸
器外科から専門性の高い医師に手術応援を要請し、
より精度の高い手術を行います。
　私は坂出生まれの坂出育ちです。故郷に少しで
も貢献できればと考えています。患者さんはもち
ろんのこと、開業医の先生方もどのような些細な

ことでも構いませんので、いつでもご相談くださ
い。詳しくは病院ホームページ内の呼吸器外科ペ
ージをご覧ください。

　尿検査は非常に簡便な検査であるにも関わらず
全身の状態を知る上でも重要な検査となっており
ます。中でも今回は血尿に関するお話をさせて頂
きます。血尿とは尿中に血液が混じった状態で、
尿路(腎臓・尿管・膀胱・尿道)のいずれかが損傷を
受ける事で出現します。
　血尿には①顕微鏡的血尿②肉眼的血尿の2種類が
あり、それぞれについて説明させて頂きます。

　いずれにしても今までに尿潜血を指摘された方
は泌尿器科受診をお勧め致します。中でも悪性腫
瘍の早期発見が鍵であり、例えば膀胱癌では血尿
が唯一の所見となる事があります。必要がある場
合は膀胱鏡と言って膀胱の中を直接カメラで確認
します。昔は硬いカメラを用いておりましたが、
現在では軟らかいカメラを用いておりますので、
疼痛も軽度であり患者さんの苦痛を最小限に抑え
て検査をする事が可能です。他には、超音波検
査・細胞診検査(採取尿を顕微鏡で調べる検査)・画
像検査(CT・MRI・PET)があり、総合的に血尿の原
因を診断します。

①顕微鏡的血尿とは肉眼で確認出来ない血尿であ
り加齢と共に増加していきます。見た目は綺麗な
尿なのに、検診で尿潜血を指摘された事はありま
せんか？多くの場合異常を認める事はありません
が、希に若年であれば腎炎、高齢であれば悪性腫
瘍が見つかる事があります。特に中年～高齢男性
の方は血尿が原因で前立腺癌が見つかる場合が少
なからず見られますので、過信せずに定期的な尿
検査をお勧め致します。

②肉眼的血尿とは、顕微鏡的血尿とは対照的に目
で見て分かる様な赤い尿の事を言います。原因と
して、若年の方は尿管結石や感染症、高齢の方は
腫瘍の可能性が高く、他にも交通事故等の外傷で
尿路が損傷を受ける事でも認める事があります。

血尿
に つ い て 泌尿器科医員 三浦　高慶
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　治験とは「新しい薬」の承認を得るために厚生労
働省の指導に従い実施している試験のことです。
「新しい薬」ができるためには、製薬会社の研究者
などが「くすりのもと」となりうる物質を探し、
「くすりのもと」を動物対象にその物質の有効性と
安全性を詳しく研究していきます。病気に対して効
果が期待でき且つ大きな副作用がないことが確認さ
れたときに「くすりの候補」となります。その「く
すりの候補」を厚生労働省から「くすり」として承
認を受けるために行う臨床研究のことを「治験」と
呼んでいます。
　治験は通常、第1相から第3相試験までの3つのス
テップを段階的に、多くの一般の方々がボランティ
アとして参加協力して頂き進められていきます。
第1相試験：【少数の健康な成人の方】が参加し、
　　　　　　安全性や吸収・排泄等の確認を行う。
第2相試験：【少数の患者さん】が参加し、効果的
　　　　　　で安全な用法・用量の確認を行う。
第3相試験：【多数の患者さん】が参加し、有効　
　　　　　　性・安全性の最終的な確認を行う。
　ここで治験参加のメリットを考えてみますと、①
これまでによい薬がなかった場合、新しい治療を受
けるチャンスがあります。②一般の診療に比べ、よ

りきめ細かい検査が行われるため、ご自身の病気の
状態を詳しく知ることができます。③治験薬の費用
や治験薬を服用（他に注射など）している間の検査
費用は製薬会社の負担となります。そして、何より
もかけがえのないことは、「次の世代によりよい薬
を残すために協力する」という社会貢献ができる点
にあります。
　当院では、薬局内にある治験管理室を窓口にして、
医師、薬剤師、検査技師他多くのスタッフが携わり、
患者さんのご協力により治験を行っています。現在、
喘息や肺炎など呼吸器疾患治療薬や糖尿病治療薬な
どの治験を実施しています。
　スタッフより「治験に参加しませんか？」と声が
かかりましたら、まずお話だけでも聞いてみてくだ
さい。

薬剤師 塩津　恵子

当院では患者さんのご協力のもと「治験」を行っています。

　糖尿病は、古くは紀元前15世紀から存
在が知られた病気でしたが、治療薬がで
きたのはここ100年のこと。一番新しい
SGLT2阻害薬は日本では昨年発売されたばかりです。
今回はそのSGLT2阻害薬についてお話します。
　インスリンは血液中の糖の量（血糖値）を下げる
ホルモンです。糖尿病は、インスリンの働きが悪く
て、血液中に余分な糖がたくさんある状態です。
　SGLT2阻害薬は、余分な糖を尿中へ出すことで血
糖値を下げます。
　その際、糖と一緒に水分も尿中へ出すので、頻尿
になり脱水を起こす可能性があります。脱水から脳
梗塞等を起こすことがあるので、SGLT2阻害薬を飲
む場合は水分をいつもより余分にとってください。
2015年9月の欧州糖尿病学会では、このお薬を飲ん
でいる患者さんは、心筋梗塞の発症を抑える効果が
ある事が証明されました。欧米では、このお薬が糖

尿病治療の中心になりつつあります。
　このお薬は、1～3kg程度の体重減少が
みられます。血糖値が正常な方では、

SGLT2阻害薬を飲んでも、尿中へ出る糖も少ない分、
エネルギー損失も少なく体重減少もあまり期待でき
ません。また、糖尿病の方はこのお薬で一旦血糖値
が改善しても、生活習慣を改善しなければ、元の悪
い状態に戻り逆に動脈硬化などの血管合併症が増加
する危険性があります。
　新しいお薬ができても、まずは生活習慣の改善か
ら。長い歴史の中で先人達が辿り着いた、食事療法
と運動療法こそが糖尿病治療の基本である事を忘れ
ないでください。

薬剤師 前田　智世新しい糖尿病治療薬について
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“キノコ”の話食欲の秋に
美味しい

管理栄養士 国方ちあき
　様々な食物が実りを迎える「食欲の秋」になり
ました。秋の味覚といえば、新米、さんま、さつ
ま芋…店頭を彩る秋の味覚に惹かれ、ついつい食
べ過ぎて体重増加が気になっている方もいらっし
ゃると思います。そのような方にお勧めの食品は、
ほとんどカロリーがなく、旬が秋であるキノコで
す。
　キノコは低カロリーの食品であるだけでなく、
便秘の予防、腸内環境を整える、食後血糖や血中
コレステロールの上昇を抑制するなどの働きがあ
る食物繊維が多く含まれています。
　また、キノコの栄養で忘れてはならないのがビ
タミンDです。骨や歯を作るのに必要なカルシウ
ムなどの吸収を促進する働きがあり、油を使った
調理をする事によって体に吸収しやすくなるビタ

ミンです。必要量の8～9割は日光の紫外線を浴び
る事によって作る事ができるので不足する可能性
は低いですが、夜型の生活をしていて日光を浴び
る機会が少ない人などは注意が必要です。不足す
ると、子供では骨の成長障害、高齢者では骨粗鬆
症の原因になる可能性があります。穀物や野菜な
どにはほとんど含まれておらず、多く含まれる食
品はキノコ類や魚類くらいしかありません。きの
こ類にはエルゴステロールというビタミンDの素
が含まれ、紫外線を浴びる事によってビタミンD
に変わります。
　これから冬を迎えるにあたり、日照時間が減る
のでビタミンD合成量は減少します。日光浴やキ
ノコ料理を毎日の生活に取り入れてみませんか？

作業療法士 三谷真由美

　肩こりに悩んでいる方は多く、軽い肩こりから
重い肩こりまで程度は人により様々です。ほとん
どの肩こりは現代人の生活習慣によって起こって
います。肩こりとは首から肩にかけての筋肉が姿
勢を保つために緊張し血行が悪くなって重く感じ
るなど、肩に負担がかかって起こる不快感です。
　肩の不快感や違和感の原因は、肩関節にあるこ
とが多いのですが、実は肩以外の部位も影響して
いることがあります。その代表が首です。最近、
特にスマホやパソコンの使いすぎで姿勢が悪くな
り、肩こりの原因になっているのです。もうひと
つの原因は、腹部など肩より下の筋肉のこりです。
それらが肩を下へと引っ張り、その結果、こりが
生じるのです。
　肩こりの症状がある人はもちろんですが、自覚
症状がない人にもやってほしいのがボディチェッ
クです。実際に自分の目で自分の体をじっくり観
察してみると、「左右でこんなに肩の高さが違
う」「私って猫背だったのだな」などと、意外な
姿に気づかされることが多いはずです。これらの

原因のほとんどは、体の使い方が無意識のうちに
左右どちらかに偏っていることにあります。使わ
ないほうの筋肉や関節が衰えたり、動きが悪くな
ったりして体がゆがんできます。ゆがみは関節や
筋肉に負担をかけ、肩こりにつながります。
　肩こりを改善するには、体の正しい動かし方を
取り戻す必要があります。肩こり解消のために、
ハードな筋力トレーニングをして、無理に筋力を
つける必要はありません。中には筋力不足が原因
になっているケースもありますが、筋力をつける
のは正しい体の動かし方を身に付けた後です。ま
ずは、体が心地よいと感じる強さの運動で十分で
す。運動で体がほぐれ、心地よさを感じると副交

感神経の働きが活発になり、血管
が拡張して血行が促進されます。
首から背骨、肩甲骨、体幹が「伸
びている」と意識しながらストレ
ッチを行ってください。簡単な体
操を行い、こりにくい体を目指し
ましょう。

肩こり解消のため、体の動かし方を
見直してみましょう。
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　このたび、坂出市立病院の概
要をまとめた新しいパンフレッ
トが完成しました。
　昨年12月に新病院へと移転
し、機器・設備を一新すると共
に、ハイケアユニットや透析室
等を新設したことにより、今ま
で以上に充実した医療を受けら
れる環境が整いました。
　今回のパンフレットでは、そのような新しい市立病
院について、各部門の紹介や地域連携、人材育成の取
り組み等に関する情報を、現場スタッフの声を交えな
がら広くご紹介させて頂いております。また、巻頭部
分では、魅力的なまちづくりを目指してタッグを組む

綾市長と砂川院長が、坂出市の将来と市立病院が担う
役割について語り合った特別対談を掲載しております。
　多くの方に閲覧して頂けるよう、外来待合や病棟ラ
ウンジ等に設置しておりますので、待ち時間の読み物
等としてご利用いただければと思います。

新しい病院パンフレットが完成しました！

インフルエンザ予防接種がスタートしました

ボランティアだより

　10月1日(木)から､インフルエンザ予防接種を開
始しております｡
　本年度のワクチンは従来のA型2種類とB型1種
類にB型1種類を加えた4価ワクチンとなり、ワク
チン単価が値上がりしたため、接種料も上がって
おります。詳細については、病院ホームページや
窓口等でご確認をお願いします。

市役所・町役場から郵送されている予診票を必ずお持ちくだ
さい。予診票をお持ちいただかない場合は、一般の料金とな
ります。

　7月24日（金）に開催した「ふれあい看護体験」に12名の高校生が参加してくださり、
院内見学やBLS講習、看護師と共に患者さんのケアを行いました。体験後、「看護への関
心が深まった」「看護師になりたい」といった感想をいただき嬉しく思いました。この看護
体験を通し将来、医療や看護への道を志すきっかけにして頂けたらと思います。

※

料金

ふれあい看護体験

4,800円

自己負担額 1,200円
～坂出市・宇多津町にお住まいの満65歳以上の方～
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感染管理認定看護師

　当院2人目の感染管理認定看

護師です。感染管理認定看護師

の役割は、病院に訪れる患者さ

ん、家族、医療従事者、面会者

の方など全ての人々を感染から

守るため感染防止活動を推進し

ていくことです。医師、薬剤師、検査技師、看護

師、事務スタッフで結成された感染対策チームの

メンバーが中心となり、全職員で感染対策を行っ

ています。皆様が安心して入院生活が送れる安全

な療養環境と職員が安心して働くことのできる職

場環境を目指して感染対策を推進していきたいと

思います。 

皮膚・排泄ケア認定看護師

岡﨑　朋身 井上　　愛
5階北病棟 5階南病棟

　6月より医療ソーシャルワーカーとしてお世話になることになりました。

　病気や怪我で通院や入院されると、身体的・精神的・経済的に不安になりますよ

ね。そんな時はすこやかライフ支援室の相談窓口をご利用下さい。

　お金の事や介護保険の事、福祉サービスの事など、患者さんの“困った”につい

て、誠心誠意お答えしていきたいと思います。どうぞ、宜しくお願いします。

山内　　純（やまうち　じゅん）すこやかライフ支援室
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生年月日
出 身 地
経 歴
趣味・特技

大久保友人（おおくぼ　ともひと）
1988年9月11日
香川県坂出市     
香川大学医学部　卒業     
バドミントン     

生年月日
出 身 地
経 歴
趣味・特技

津島佑季子（つしま　ゆきこ）

1989年6月27日
香川県善通寺市     
香川大学医学部　卒業     
スポーツ全般、バイオリン

生年月日
出 身 地
経 歴
趣味・特技

川上　翔平（かわかみ　しょうへい）
1989年1月21日
香川県三豊市     
金沢医科大学医学部　卒業     
旅行、映画

生年月日
出 身 地
経 歴
趣味・特技

山地　　直（やまじ　なお）

よろしくお願いします新任研修医

新しい医療ソーシャルワーカーが着任しました

　皮膚・排泄ケア認定看護師

は、創傷（床ずれや下腿潰瘍な

ど）・オストミー（人工肛門・人

工膀胱）・失禁ケアに関する看

護を専門的に行う看護師です。

　入院中の患者さんへは床ずれ

ができないように予防的なケアや傷が悪化するのを

防止するケアを実施します。

　また、ストーマを造設される患者さんに対しては

入院中だけでなく、ストーマ外来にて在宅に戻られ

てからのサポートも行っています。

　創傷や排泄でお困りの方が、気軽に相談できるよ

う活動を行っていきたいと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。



特殊外来・専門外来予定表
平成27年10月1日現在 診療時間

午前

午後

8

13

30

30

：

：

11

16

30

30

：

：

～

～

※ 詳細は、各科外来窓口にお問い合わせください。（診療時間内にお願いします。）

診療科名 外来名等 担当医師名

日本呼吸器学会指導医

診療・曜日時間 特徴など

呼 吸 器

・気管支喘息、肺炎、結核症および非結核
性抗酸菌症、慢性閉塞性肺疾患、呼吸不全、
びまん性肺疾患、肺癌、緩和医療など幅広く
呼吸器疾患全般へ対処。
・急性呼吸不全に対しては、非侵襲的および
侵襲的人工呼吸療法を中心とした全身管理。
慢性期には包括的呼吸リハビリテーションを
施行。
・睡眠時無呼吸症候群の診療も扱います。
・禁煙補助剤（パッチ、飲み薬）を使用
しながらニコチン依存症の治療を行います。
条件によっては、保険適用可能です。

・虚血性心疾患、心不全、不整脈など循
環器救急への 24 時間対応を含め、広く
循環器一般を扱います。

・胃腸、肝胆膵領域を中心に消化器疾患
全般を扱います。特に腹部超音波、内視
鏡検査により的確に診断し、消化器癌の
早期発見・治療に努めています。

・貧血から白血病、悪性リンパ腫まで幅広
く血液疾患を診察します。
・西洋医学の不得意な慢性病に非常に効
果がある漢方診療もしております。

・糖尿病性腎症・高血圧性腎症を中心と
した腎疾患の専門的治療を行います。

・貧血から白血病、悪性リンパ腫まで幅広
く血液疾患を診察します。

・経口薬でコントロール不良となっている
糖尿病のコントロールを改善します。
・糖尿病療養指導士の資格を持ったスタッ
フと共に、患者さんの生活習慣改善に努
めます。

中村　洋之

日本内科学会
井上　卓哉

禁煙科学学会認定禁煙支援専門医禁 煙

循 環 器

消 化 器

糖 尿 病

血液 / 漢方

吉原　夕美子

吉原　夕美子

日本循環器病学会認定循環器専門医
吉川　　圭

午前：月～木曜日
午後：水曜日

午前：水・金曜日
午後：月曜日

日本内科学会
飛梅　　淳

日本消化器内視鏡学会専門医
室田　將之

日本内科学会
山名　浩喜

午前：火曜日
午後：木曜日

午前：木曜日
午後：火曜日

午前：月～金曜日
午前：第２土曜日

午前：月曜日
午後：木曜日

午前：月・水曜日
午後：金曜日

午前：水・金曜日

日本内科学会
琢磨　　慧

日本糖尿病学会研修指導医
大工原　裕之

日本糖尿病学会研修指導医
大島　都美江

日本血液学会指導医
田岡　輝久

血 液 午後：火・金曜日
日本血液学会専門医
松岡　亮仁

腎 臓
日本透析医学会専門医
西岡　　聡

午前：木曜日
午後：火曜日

午前：月曜日（隔週）・木曜日
午後：金曜日

・下肢静脈瘤だけでなく類似疾患、静脈
疾患も対象とした専門外来です。
・ストーマ（人工肛門）の経過観察、ストーマ
処置の指導や治療・相談などを行っています。

下肢静脈瘤
日本外科学会指導医
近藤　昭宏 午前：火曜日（10：30～）

ストーマケア
日本外科学会専門医
竹林　隆介 午前：水曜日

田村　知雄リ ウ マ チ 午後：第 1・第 3金曜日

真柴　　賛膝・骨粗鬆症 午後：月曜日（月2回）

小松原悟史脊 椎 午前：土曜日（月2回）

・アレルギーの患者を対象とした専門外来。

・初診時は、一般外来の受診が必要です。

アレルギー
日本小児科学会専門医
谷本　清隆

整形外科

外　　科

内　　科

小  児  科 午後：第3火曜日（14：00～16：00）

日本循環器病学会認定循環器専門医

日本循環器病学会認定循環器専門医

藤田　憲弘
午前：火曜日
午後：水・木曜日

午前：火曜日

午前：金曜日
午後：月・水曜日

要予約（ご相談）

笵

（診療時間　午前 8：30～11：30　午後 13：30～16：30）



外来診療予定表
平成27年10月1日現在 受付時間

午前 8：30～11：30
13：00～16：30

8：00～11：30
13：30～16：30
8：30～11：30

初めての方 再来の方

午後 診療時間
午前
午後

さかいでしりつびょういん

坂出市立病院
SAKAIDE CITY HOSPITAL

〒762-8550
電話（0877）46-5131（代表）
FAX（0877）46-2377

E-mail :hospsaka@mail .kbn.ne. jp

http://www.city.sakaide.lg.jp/site/sakaide-hospital/
坂出市立病院ホームページ

携帯アクセス●ホームページのURLへアクセスして下さい。

香川県坂出市寿町三丁目1番 2号

診  療  科 月 火 水 木 金 土

内 科

外 科

整形外科

産婦人科

脳 外 科

泌尿器科

眼 科

小 児 科

耳鼻咽喉科

呼吸器外科

呼吸器・循環器
消化器・内分泌
糖尿病・血液
漢 方・禁 煙

初診・総合

呼 吸 器

循 環 器

消 化 器

糖 尿 病

血液・漢方

腎 臓

禁 煙

午
　
　
　
　
前

午
　
前

午
　
前

午
　
後

午　後

午　前

午　前

午　前

午　前

一　診

一　診

二　診

二　診

三　診
専門外来

午　後

吉原 夕美子

大工原 裕之 大工原 裕之 大工原 裕之 大工原 裕之

中村 洋之

田岡 輝久
西岡　聡 西岡　聡

田岡 輝久

中村 洋之 井上 卓哉

室田 將之 山名 浩喜 山名 浩喜琢磨　慧

中村 洋之 中村 洋之
谷本 千佳子 藤田 憲弘

交代診療

交代診療

交代診療

火曜・木曜は
初診の方のみに
なります。

大工原 裕之

田岡 輝久
大島 都美江

吉川　圭 飛梅　淳 吉川　圭藤田 憲弘
吉原 夕美子

谷本 清隆
川﨑 綾子

武田 純治
香川大医師

武田 純治
香川大医師

武田 純治
香川大医師

午　後

午　後

午　後

午　後

午　後

午　後

午　前
午　後

武田 純治
香川大医師

武田 純治
香川大医師

武田 純治
香川大医師

谷本 清隆
和唐 彰子
川﨑 綾子

砂川・和唐
川﨑

岡大医師

大工原 裕之
大島 都美江

琢磨　 慧
國土 曜平

紹介患者

糖尿病（第2週）

第1・2・4・5週
橋本　希
（完全予約制）

（2・4週）
（1・3・5週）

（隔週）

は
です休診

予防接種
乳幼児健診
アレルギー外来
（第3週）

予防接種
乳幼児健診

（隔週）

吉川　圭
（循環器）

井上 卓哉
（呼吸器）

大島 都美江

武田 純治 武田 純治

（糖尿病）

松岡 亮仁
（血液総合）

藤田 憲弘
（循環器）

吉川　圭
（ペースメーカー）

室田 將之
琢磨　 慧（消化器）

藤田 憲弘
（循環器）

田岡 輝久

近藤 昭宏 岡田 節雄 近藤 昭宏 岡田 節雄 近藤 昭宏 阪部 雅章

松下 誠司 松下 誠司 松下 誠司 松下 誠司 松下 誠司

中野　 淳 中野　 淳

一　診 根ヶ山敬大 山本 修士
初　診
専門外来
（予約）

山本 修士 根ヶ山敬大

山本 議仁
三浦 高慶

山本 議仁
三浦 高慶

山本 議仁
三浦 高慶

山本 議仁
三浦 高慶

山本 議仁
三浦 高慶

大垣 修一 大垣 修一 大垣 修一 大垣 修一 大垣 修一
（検査） （検査） （検査） （検査） （検査）

山本 修士 根ヶ山敬大 山本 修士 根ヶ山敬大

香川大医師 香川大医師

山本 修士
初　診 根ヶ山敬大 山本 修士 根ヶ山敬大 山本 修士 根ヶ山敬大

橋本　希

戸田　千 戸田　千

戸田　千 戸田　千 戸田　千

佐野 貴範
竹林 隆介 佐野 貴範 橋本　希 竹林 隆介

（血液・漢方）

松岡 亮仁
（血液・総合）

飛梅　淳
（循環器）

西岡 　聡
（腎　臓）

谷本 清隆
及川　 薫

谷本 清隆
及川　 薫

砂川 正彦
及川　 薫
川﨑 綾子

及川
川﨑

及川・川﨑

小松原悟史

岡大医師

井上 卓哉
（呼吸器）

白神 悟志
（消化器）

○近藤 昭宏
下肢静脈瘤

○竹林 隆介
ストーマケア

脊髄外来（月2回）

紹介患者 紹介患者紹介患者

紹介患者

紹介患者（午後は手術等がありますので、事前に電話等でのご確認をお願いします。）

予約患者のみ 予約患者のみ

「禁煙外来」を予約制で行っておりますので、ご相談ください。

専 専

下記の専門外来
も行います。

※当分の間、初診受付（
紹介患者を除く）を休診
しております。

乳
が
ん
検
診

※月曜日の西岡医師
（腎臓）は隔週診療と
なります。

香川大医師

砂川 正彦
和唐 彰子
及川　 薫

及川　 薫
和唐 彰子
砂川 正彦

笨

真柴　賛
膝・骨粗鬆症（月2回）

田村 知雄
第1・3週リウマチ
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