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新しい坂出市立病院開設者として
坂出市長　有福哲二

　本年6月、坂出市長の任を承ると同時に、新しく坂出市立病院の開設者となりました
有福哲二でございます。この紙面をお借りしまして、あらためましてご挨拶を申し上げ
ます。
　坂出市立病院は昭和22年1月の開院後、約74年の歴史がございます。幾多の苦境や困
難もありましたが市民の皆様のご理解とご協力によって支えられ、平成26年12月には現在の地に新築移転い
たしました。以来、坂出市民の方々ならびに近隣地域の皆様と共に新たな歴史を刻み、現在6年あまりが経過
いたしました。この間、受診頂く患者様への充実した医療の提供はもとより、安定的かつ持続的な運営を目
指してまいりました。
　平成31年3月には、香川県知事より中讃地区唯一の第二種感染症指定医療機関に指定され、感染症対策の
拠点として位置づけられました。同年4月には、地方公営企業法の全部適用へと経営形態が変遷し、専門化、
集約化、効率化、多様化する近代医療に対し、より迅速かつ柔軟に対応する病院運営を図ってまいりました。
　令和元年末に中国・武漢から発生し、世界中を恐怖と混乱に陥れた新型コロナウイルス感染症が令和2年3
月には香川県内にも波及いたしました。坂出市立病院は県内発生当初からコロナ患者の入院治療を行い、令
和2年8月には新型コロナウイルス重点医療機関に指定され、いまだ収束のきざしの見えない猛威と直接対峙
し、全職員が一丸となり、現在も日々奮闘しております。
　私は市長就任に際し、地域において果たすべき医療行政の役割を再認識するとと
もに、病院開設者としても、市民から負託された崇高な使命を全うすべく、決意を
新たにしているところでございます。
　坂出市立病院に課せられた責務を充分に果たせるよう、医療提供体制を維持し、
地域の各医療機関との連携をはかり、坂出市全体の医療の総合力を高めてまいりた
いと考えております。
　今後とも、市民の皆様のご期待と信頼に応えられるよう質の高い医療体制を構築
してまいりますので、なお一層のご理解とご協力をお願い申し上げ、挨拶とさせて
頂きます。
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今後の新型コロナウイルス感染症の検査体制の充実
に寄与するためPCR機器が導入されました。

　新型コロナウイルス感染症の検査には「抗原検査」、
「遺伝子検査」、「抗体検査」の3つの方法があります。
「抗原検査」と「遺伝子検査」は現在新型コロナウイ
ルスに感染しているかどうかを調べる検査です。「抗
体検査」は過去に感染していたかどうかを調べる検
査です。当院でも昨年の7月より抗原検査、昨年の9
月よりLAMP法という遺伝子検査を開始しました。
また新たに今年の2月よりPCR法による遺伝子検査
を開始しました。
　PCR法はよく皆さんも耳にすると思いますが、

「Polymerase Chain Reaction（ポリメラーゼ連鎖反
応）」の頭文字を取った略称です。微量なウイルスだ
けではその遺伝子情報について十分な検査ができま
せんが、PCR検査ではポリメラーゼという酵素に
よって遺伝子を増やし、その遺伝子があるかどうか
を検査します。
　新型コロナウイルスが確認された当初は検査時間
が長く、操作が煩雑なリアルタイムRT-PCR法とい
う検査方法でしか検査できませんでしたが、現在は
PCR検査でも様々な方法が開発され、より短時間で
結果が出るようになりました。当院のPCR検査機器
は一日あたり最大30検体を処理することができ、操
作も比較的簡易で約1時間程度で検査結果を出すこ
とができます。検出感度もよく、1テスト中10個の
ウイルスでも検出することが可能です。

　新型コロナウイルスの影響によって消化器内視鏡検診の中止や延期がおき、早期発見・早期治療の機会が減って
しまうのではないかと懸念しています。このような中、当院では患者さまや医療従事者が安心して検査を行えるよ
うに内視鏡用ウイルス感染防御として「Endo barrier （エンドバリア）」を使用して内視鏡診療を行っております。
　エンドバリアは、内視鏡検査をするにあたり、患者さまの頭から胸部までを専用フィルムで覆い持続吸引チュー
ブを挿入することでフィルム空間内を陰圧化します。陰圧とは、内部の気圧が外側よりも低い状態のことです。陰
圧化することで、フィルム空間内の空気の外部流出を防ぎます。それによって患者－医療従事者間の感染や室内へ
の飛沫拡散を最小限に防ぐシステムとなっています。
　エンドバリアの特徴としましては、先に述べた飛沫拡散を最小化できることに加え、設置が簡単であることが挙
げられます。取り付け・取り外しともに3分以内でセッティングでき
るので、準備にかかる時間はわずかです。飛沫はフィルム内に留まり
フレームに付着しないため、フレームの消毒作業を省けることも時短
につながっています。また、飛沫が付着するマウスピースやチューブ
等の部品は使用した専用フィルムで包んでそのまま破棄できるので、
感染対策を行いつつも従来と変わらずスムーズに検査を実施できます。
　このように、エンドバリアを使用しながら安心安全な内視鏡診療を
行える環境づくりを目指しています。新型コロナウイルスの影響で検
診を控えていた方や胃腸の調子がすぐれない方がおられましたらぜひ
一度当院を受診してみてはいかがでしょうか。

○当院でのワクチン接種回数（3～5月）
　2885回
　（高齢者　1689回、医療従事者　1196回）
○ワクチン接種当日のお願い
①接種当日はご予約の時間帯にお越しください
②マスク着用、手指消毒にご協力ください

○12～64歳のワクチン接種予約について
7月より、12歳以上64歳以下の方の接種予約を開始
予定です。詳細は坂出市ホームページや坂出市広報
7月号をご確認ください。

新型コロナウイルスの検査機器

コロナ禍における内視鏡診療

臨床検査科　藤田美津子

消化器内科医員　伊藤朋晃

新型コロナワクチン情報

坂出市ホームページは
右のQRコードからアクセスできます
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夏バテを 防ごう

泌尿器科医員　藤原健悟前立腺がんの早期発見

管理栄養士　水藤朗子

　前立腺は男性にのみ存在するクルミ程度の大きさの臓器です。前立腺は膀胱と陰茎
の間にあり、尿道を取り巻くように存在しています。そのため、前立腺がんは男性特
有のがんであるといえます。俳優の西郷輝彦さん、演出家の宮本亞門さんが前立腺が
んであることを公表されたのが記憶に新しいかもしれません。
　さて、国立がん研究センター最新のがん統計によりますと、2017年に新たにがんと
診断された男性は約56万人であり、前立腺がんはそのうち約9万人です。臓器順に分
けると第1位で男性にとって身近ながんといえます。一方で前立腺がんの5年生存率は
99.1％と非常に成績がよく、この結果からは罹りやすく死なないがんという印象を受
けるかと思います。しかし、遠隔転移してしまった前立腺がんの5年生存率は53.4％で
す。前立腺がんの症状は転移するまでは無症状で、骨に転移して初めて腰痛といった
症状が出ます。その上で53.4％という数字を皆さまはどう思われるでしょうか。
　前立腺がんは前立腺生検で確定診断をしますが、その前段階の検査としては採血で
行われるPSAという項目があります。現在は健康診断でもオプションとして選択され
る機会があり、目にした方も多いのではないでしょうか。早期に診断するためにも検
査項目に一度は追加されることをお勧めします。
　前立腺がんあるいはおしっこの症状についてご不安な点がございましたら、一度泌
尿器科へご相談されてみてはいかがでしょうか。
 （参考ホームページ：国立がん研究センター がん情報サービス）

　今年も暑い夏がやってきました。夏を楽しみたい
けどやる気が出ない、食欲がないなどと感じていま
せんか？
　夏バテの原因は主に4つあります。水分不足や睡
眠不足、温度差による自律神経の乱れ、食生活の乱
れです。これらを予防するには、水分をしっかり摂
ること、睡眠時間を確保すること、湯船にゆっくり
浸かること、食事に気をつけることが大切です。
　個人差はあるものの食事以外で摂る水分は、成人
の場合1日1L～1.5Lとされています。しかし、暑さ
や運動で多量に汗をかいたときは、必要に応じて増
やすようにしましょう。
　自律神経の乱れを整えるには十分睡眠を取ること
も欠かせません。暑くて眠れないときは上手にクー
ラーを活用し、毎日7～8時間程度の睡眠を取るよう
にします。また暑いときこそ、ぬるめの湯船にゆっ
くり浸かりましょう。副交感神経が優位になりリラッ
クスできます。

　最後に食生活です。冷たい飲物や食べ物は胃腸に
負担をかけるため、取り過ぎないようにしましょう。
暑いと、冷たい麺やパンだけで済ませてしまいがち
ですが、肉・魚・卵・大豆製品などのタンパク質や
野菜・果物といったビタミン・ミネラルを一緒に摂
ることで、疲れにくく、疲労を回復しやすくなりま
す。朝食をしっかり取ることも大切です。食事から
の水分補給は、1日1L程度とされていますから、朝
食をとることは水分補給にもつながります。3食き
ちんと食べることは夏バテ予防になります。
　暑さに負けず快適に、今年の夏を乗り切りましょう。
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5階 北

4階 南

4
階
北

5
階
南

HCU 内視鏡室

患者さん一人一人が安心
して過ごしていただける
ような看護が提供できる
ように頑張ります。

長
ながお

尾浩
ひろみ

実

チームや患者さ
まから頼られる看護師に
なるため、この一年間は
学習に励み、知識を身に
つけていきたいです。

草
くさなぎ

薙和
わかな

佳奈

今年の目標は「時間管理
を行い患者さまに寄り
添った看護を提供する」
です。

岡
おかだ

田真
まい

依

患者さんの不安を少しで
も取り除けるように患者
さまに寄り添える看護師
を目指します。

西
にしやま

山星
せいな

奈

効率よく作業を行い、患
者さんを第一に考えられ
る看護師になりたいで
す。

江
えむら

村文
あやな

那

1日の流れ
や予定を整

理し行動できるよう頑張
ります。また、1日も早
く業務を覚え確実に実践
できるよう努力します。

河
かわい

井美
みほ

穂

患者さんから信頼される
看護師を目指していきた
いです。精一杯頑張りま
す。

長
はせがわ

谷川留
るい

郁

患者さまとそのご家族の不安
が少しでも軽減できるように、
五感を使って看護できるよう
努めてまいります。

川
かわい

井も
もも

も

患者さまが笑顔で退院できる
ように援助を行える看護師を
目指します。

山
やました

下俊
としき

輝

効率的に時間を
活用し、患者さ

まとふれあう時間を確保できる
看護師になりたいです。患者さ
まを第一に考え、快適に過ごし
ていただけるよう努めます。

陶
すえくに

國恵
めぐみ

美

思いやりのある明るい看護を
提供できる看護師になりたい
です。

奥
おくだ

田紗
すずか

加

笑顔を絶やさず、思いやりの
ある看護師を目指して頑張り
ます。

小
こばやし

林眞
まこ

子
患者さんが安心できる患者さ
ん中心の看護ができる看護師
になりたいです。

三
みさき

﨑風
ふうか

花
患者さんに寄り添える看護師
になるため、今年は多くの患者
さんと関わり、自分の視野を広
げながら業務に取り組みます。

平
ひらお

尾桃
ももか

香患者さまやご家
族さまが安全で
安心したケアを

受けられるようサポートでき
る看護師になるため、先輩方
のご指導の下、知識や経験を
積み重ねていきます。

宮
みやぎ

城　翔
しょう

患者さまの小さなサインを見
逃さず、安心感を与えられる
看護師になりたいです。

中
なかやま

山綾
あやの

乃
患者さんの不安
な気持ちに寄り

添い、安心して内視鏡検査・
治療を受けられるようにサ
ポートできる看護師になりま
す。内視鏡技師免許も頑張っ
て取得します！

川
かわだ

田綾
りょうな

菜

4月から新たに17名の看護師が
仲間に加わりました
彼らの今年の目標や意気込みを
聞いてみましょう

新人
看護師

奮闘中

研修の
風景皮下注射の練習 口腔ケア

輸液ポンプの使い方

感染管理 エプロンの外し方
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　5月20日、21日に長崎ブリックホールで開催された第38回日本呼吸器外科学会学術集会において、
「SAKAIDE’s More Organized Operation with Thoracoscopic Holder（SMOOTH）法を使用した完全
鏡視下肺切除術」に関する2題のweb発表を行い、その有用性を全国に発信しました。
　「SMOOTH法」とは、当科における胸腔鏡用カメラホルダーを使用した完全鏡視下肺切除術の重要
な点を体系化したものです。SMOOTH法を使用することで、術者と助手が4本の手を使って4つの器
具を連携して進めていく安全性・技術性の高い手術操作が可能となり、さらに手術時間の短縮も図れ
ると考えています。
　今後も坂出市立病院から全国・海外に向けてオリジナルな手術術式や周術
期管理など実りある発信ができるように日々励んでおります。

　また当科では2021年4月より、①若年者に多い自然気胸、②有病率が人口
の5%と言われている手掌多汗症の外科的治療を目的とした専門外来をそれぞ
れ開設しました。有症状の患者さんが気軽に相談できるような専門外来にな
ればと考えております。当科は従来の肺悪性腫瘍に対する手術療法だけでは
なく、胸部疾患に関する幅広い治療に対応しております。

　関節の痛みでお困りではありませんか？当院の整
形外科では、関節の痛みのある方を数多く診察して
います。
　骨と骨との連結部分である関節は、使えば使うほ
ど摩耗していきます。人体には再生機構があり擦り
傷がきれいに治るように関節も再生すると思われが
ちですが、実際は関節の骨の表面を覆う軟骨の再生
能力は高くなく、どんどん消耗すると変形性関節症
という病気になります。
　変形性関節症は、関節軟骨をはじめとする関節構
造体の退行性疾患です。多くは中高年以降に発症し
関節軟骨の変性・破壊とそれに続く骨の増殖性変化
があり、滑膜炎がみられます。また何らかの疾患に
続発して発症するものを二次性、原疾患がないのを
一次性に分類されます。
　治療としては、大きく「保存加療」と「外科的加
療」の2つになります。「保存加療」は鎮痛薬や抗炎
症薬の注射を行い、関節の痛みや腫れを抑える効果
があります。しかし関節の消耗・劣化のスピードが

速く「保存加療」では十分な効果が得られない状況
になることがあります。そうなると「外科的加療」
の出番となります。
　外科的加療では「人工関節」という方法がありま
す。「人工関節」では痛みのある関節を金属で置換す
ることで関節の代わりとなる手術です。近年では人
工関節はより長持ちし、また生来の関節の動きに近
づけることが可能となっており、関節の変形が強く
ない早期からの手術を行われる患者さんも増えてき
ています。
　　　※参考文献：標準整形外科学　第13版

呼吸器外科からのお知らせ

変形性関節症についてご存じですか？
整形外科医員　矢田俊介

5



　新型コロナウイルスが流行し、約1年半経過しました。ワクチン接種は少しずつ進んで
いますが、まだ流行が落ち着いたわけではありません。この1年半は、不要不急の外出を
控えるために運動を行う機会や家族との交流の機会が減少し、刺激のない日々が続いたこ
とで認知症患者が増加しているという報告もあります。
　認知症発症の重大なリスクは「運動不足」と「孤独」です。患者さんからも「体操に行っ
ていたが感染が怖くて現在はやめている」「1年近く子どもや孫に会っていない」といった
声を多数お聞きします。そこで、自粛中に自宅でもできる認知症対策として、ラジオ体操
をおすすめします。
　ラジオ体操は、簡単にできる認知症対策のひとつで、早歩きでウォーキングをするのと
同程度の運動強度があります。そのため、外出できなくても自宅でテレビを見ながら行う
ことで、認知症発症リスクの「運動不足」を軽減することが可能です。1日20分程度の運
動で認知症のリスクを減らすことができるという研究が世界的にも多数あり、ラジオ体操
を3回行うと18分程度の運動になります。朝昼夜と1日3回程度行えば理想的ですが、まず
は1日1回から試しに始めてみてはいかがでしょうか？
　また、高齢者のみの世帯、もしくは一人暮らしの方は、お子さんやお孫さんへの連絡の
頻度を増やし、少しでも会話をする機会を増やすこともいいかもしれません。今は現在の
生活スタイルでもできる認知症対策をしっかりと行うことが大切です。
� 参考資料：NHK　健康ch

コロナ禍での外来化学療法室の取り組み

運動不足から認知症に? でもできる認知症対策

がん化学療法看護認定看護師　大森美紀

作業療法士　平尾芹奈

中粛
自

　新型コロナウイルス感染症は地球規模の災害とも言われます。がん化学療法の目的は、治癒・再発／
転移を防ぐ・延命・症状緩和などがあり、化学療法のスケジュールに沿って治療を行う必要があります。
しかし、がん化学療法を受けている方が新型コロナ感染者または濃厚接触者となった場合は、原則とし
てがん化学療法が延期されます。そのため、がん化学療法を受けている方は強い不安を感じながら日々
過ごされておられるのではないでしょうか。当外来化学療法室では、患者さまが安心して治療を継続で
きるように次のような取り組みを行っています。（令和3年5月時点）

①1時間に2回の室内自動換気
②化学療法室の完全予約による院内滞在時間の短縮
③化学療法室内への家族（付き添い）の入室をお断り
④マスク装着・入退室時のアルコール消毒の徹底
⑤発熱など体調不良時の緊急連絡体制を強化
⑥ 治療日の2週間前から県外への往来自粛、県外滞在・訪問者と

の接触回避の協力依頼
⑦具体的な新型コロナウイルス感染予防について患者・家族指導

⑧院内新型コロナウイルス感染予防マニュアル遵守
⑨スタッフの日常生活での感染予防と体調管理
　引き続き治療環境の整備と新型コロナ感染予防に努めますので、ご理解・ご協力をお願いします。

〈日本がん看護学会災害対策委員会WG作成のCOVID-19（新型コロナウイルス感染症）に伴う外来がん薬物療
法を受ける患者への情報提供の手引きを一部抜粋／改変したリーフレット作成を用いて〉

認定看護師
だより
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※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 診療時間・曜日 特徴など

内 科

呼 吸 器

日本呼吸器学会指導医
中村　洋之

午前 ： 月～木曜日
午後 ： 水曜日

・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。

日本内科学会認定内科医
喜多　信之

午前 ： 金曜日
午後 ： 月・水曜日

禁 煙 禁煙科学会認定禁煙支援専門医
吉原　夕美子 要予約（ご相談）

・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。

循 環 器

日本循環器病学会認定循環器専門医
吉川　　圭

午前 ： 水・金曜日
午後 ： 月曜日

・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。

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

日本循環器病学会認定循環器専門医
吉原　夕美子 午前 ： 火曜日

日本内科学会
蓮井　雄介

午前 ： 木曜日
午後 ： 月曜日

消 化 器

日本消化器内視鏡学会専門医
室田　將之

午前 ： 火曜日
午後 ： 木曜日

・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。

佐藤　雄大 午前 ： 月曜日
午後 ： 木曜日

伊藤　朋晃 午前 ： 火曜日（隔週）
午前 ： 水曜日

今戸　涼資 午前 ： 火曜日（隔週）
午前 ： 金曜日

糖 尿 病

日本糖尿病学会研修指導医
大工原　裕之

午前 ： 月～金曜日
午前 ： 第2土曜日 ・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。

日本糖尿病学会認定医
𠮷岡　佑紀

午前 ： 木曜日
午後 ： 火曜日

日本糖尿病学会研修指導医
大島　都美江 午前 ： 火曜日

血 液 / 漢 方 日本血液学会指導医
田岡　輝久

午前 ： 月・水曜日
午後 ： 金曜日

・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。

血 液 日本血液学会専門医
松岡　亮仁 午後 ： 火・金曜日 ・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。

腎 臓 日本腎臓学会専門医
尾崎　太郎

午前 ： 月・木曜日
午後 ： 金曜日 ・腎疾患の専門的治療を行います。

膠原病・リウマチ 日本リウマチ学会専門医
中島　崇作 午後 ： 金曜日 ・膠原病・リウマチの専門的治療を行います。

小 児 科
ア レ ル ギ ー 日本小児科学会専門医

谷本　清隆 谷本清隆医師診療時 ・アレルギーの患者を対象とした専門外来。

小児科神経外来 日本小児科学会専門医
小西　行彦 午後 ： 第3火曜日 ・小児けいれん症の患者を対象とした専門外来。

外 科
ストーマケア 日本外科学会専門医

西村　充孝 午前 ： 水曜日 ・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。

ヘルニア（脱腸） 日本外科学会指導医
佐野　貴範 午前 ： 木曜日 ・腹部のヘルニア（脱腸）の相談にのります。

呼吸器外科
気 胸 日本呼吸器外科学会専門医

中島　成泰 午後 ： 木曜日 ・気胸や巨大肺嚢胞の専門的治療を行います。

手 掌 多 汗 症 日本外科学会専門医
大久保　友人 午後 ： 木曜日 ・手掌多汗症の外科的治療を対象とした専門外来。

整 形 外 科

リ ウ マ チ 日本リウマチ学会専門医
田村　知雄 午後 ： 第1・第3金曜日

・初診時は、一般外来の受診が必要です。膝 日本整形外科学会専門医
石橋　洋一 午後 ： 第2・第4月曜日

脊 椎 日本脊椎脊髄病学会認定脊椎脊髄外科指導医
小松原　悟史 午前 ： 土曜日（月2回）

産 婦 人 科 母 乳 外 来
IBCLC（ラクテーション・コンサルタント）
日本産科婦人科学会専門医

戸田　　千
要予約（ご相談）

・赤ちゃんとの生活でお悩みの方（乳腺炎・ミル
クの量など）、ご利用ください。自費料金 初回
3,300円  2回目以降 1,100円

診療時間
午前  8：30～11：30
午後13：30～16：30

特殊外来・専門外来予定表
令和3年7月1日現在

7



〒762-8550	 香川県坂出市寿町三丁目1番2号

電話（0877）46-5131（代表）
FAX（0877）46-2377

E-mai l :hospsaka@mai l .kbn.ne. jp
坂出市立病院ホームページ
https://www.city.sakaide.lg.jp/site/sakaide-hospital/

携帯アクセス●QRコードからアクセスしてください。

外来診療予定表 初めての方 再来の方

受付時間 午前 8：30～11：30 8：00～11：30
午後 13：00～16：30（泌尿器科のみ15：30） 診療時間 午前 8：30～11：30

午後 13：00～16：30

診療科 月 火 水 木 金 土

午

前

初診・総合 吉原 夕美子
谷本 千佳子（毎週前半）

今戸・伊藤
（隔週・交代）  （毎週後半）

谷本 千佳子 千葉 雄太 藤田 憲弘

呼 吸 器 中村 洋之 中村 洋之 中村 洋之 中村 洋之 喜多 信之
循 環 器 紹介患者 藤田 憲弘

吉原 夕美子 吉川 　圭 蓮井 雄介 吉川　 圭

消 化 器 佐藤 雄大 室田 將之
今戸・伊藤（隔週） 伊藤 朋晃 今戸 涼資

糖 尿 病 大工原 裕之 大工原 裕之
大島 都美江 大工原 裕之 大工原 裕之

𠮷岡 佑紀 大工原 裕之
血液・漢方 田岡 輝久 紹介患者 田岡 輝久 紹介患者 紹介患者
腎 臓 尾崎 太郎 尾崎 太郎

禁 煙 「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。

午 後

吉川 　圭
（循環器）

𠮷岡 佑紀
（糖尿病）

藤田 憲弘
（循環器）

室田 將之
（消化器）

田岡 輝久
（血液・漢方）

喜多 信之
（呼吸器）

松岡 亮仁
（血液・総合）

吉川 　圭
（ペースメーカー）

藤田 憲弘
（循環器）

松岡 亮仁
（血液・総合）

蓮井 雄介
（循環器）

芳田 峻典
（総合内科）

喜多 信之
（呼吸器）

佐藤 雄大
（消化器）

尾崎 太郎
（腎 臓）

千葉 雄太
（総合内科）

中島 崇作
（膠原病）

芳田 峻典
（総合内科）

小 児 科
午 前

谷本 清隆
髙橋 昌志
和唐 彰子

砂川 正彦
川﨑 綾子
髙橋（第1・3週）

髙橋 昌志
谷本 清隆

谷本 清隆
和唐 彰子
川﨑 綾子

髙橋 昌志
和唐 彰子
川﨑 綾子

岡山大医師
交代診療

午 後
髙橋 昌志
砂川 正彦
谷本 清隆

髙橋（第2・第4は15時～） 
谷本 予防接種

乳幼児健診
小児神経外来
　　 （第3週）川﨑

谷本 清隆
髙橋 昌志

髙橋 昌志
砂川 正彦
川﨑 綾子

髙橋　予防接種
乳幼児健診川﨑

谷本・岡山大医師

耳鼻咽喉科
午 前 武田 純治

富岡 史行
武田 純治
富岡 史行

武田 純治
香川大医師

武田 純治
富岡 史行

午 後 武田 純治
富岡 史行

富岡 史行
香川大医師

武田 純治
富岡 史行

外 科

午 前
佐野 貴範 岡田 節雄 森　 誠治 岡田 節雄 森　 誠治 交代診療
香西 　純 西村 充孝 佐野 貴範 香西 　純 西村 充孝 乳がん検診  第2・4週

香川大医師
（完全予約制）午前専門外来 西村 充孝

ストーマケア
佐野 貴範
ヘルニア（脱腸）

午 後
橋本 　希

可能な限り紹介患者様を受け付けますが外科の午後は手術等がありますので、必ず事前に電話等でのご確認をお願いします。

呼吸器外科 午後のみ 中島 成泰
大久保 友人

中島 成泰
大久保 友人

中島　 気胸
大久保 手掌多汗症

脳 外 科 午後のみ 香川大医師

整 形 外 科

午
　
前

一 診 松下 誠司 松下 誠司 松下 誠司 松下 誠司 交代診療
二 診 森重 浩光 山田 佳明 森重 浩光

（手・初診） 矢田 俊介 森重 浩光 小松原 悟史
脊椎外来（月2回）初 診 山田 佳明 矢田 俊介 山田 （第1・3・5週）

矢田 （第2・4週） 山田 佳明 矢田 俊介

午
　
後

一 診 森重 浩光
初 診 矢田 （第1・3・5週）

山田 （第2・4週）

専門外来
（予約）

石橋 洋一
膝（第2･4週）

田村 知雄
リウマチ（第1・3週）

産 婦 人 科 午 前 花岡 有為子 戸田 　千 戸田 　千 予約のみ 戸田 　千
午 後 戸田 　千 戸田 　千

泌 尿 器 科
午 前

林田 有史 林田 有史 林田 有史
（第2・3・4週） 林田 有史 林田 有史

藤原 健悟 藤原 健悟 矢野 敏史
（受付9時～） 藤原 健悟 藤原 健悟

午 後
（15:30初診受付終了）

香川大医師
（受付14時～16時） 林田 有史 林田 有史

紹介・予約
本田 智子

（受付14時～16時）

眼 科 午 前 大垣 修一 大垣 修一 大垣 修一 大垣 修一 大垣 修一

内 科

呼吸器・循環器
消化器・糖尿病
血　液・漢　方
禁　煙・膠原病

交代診療
下記の専門外来
も行います。

大工原 裕之
糖尿病（第2週）

 は

休診 です

専 専

令和3年7月1日現在
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