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一緒に働きませんか？
病院見学も随時受付中。詳細はお問い合わせください。0877-46-5131㈹ 担当：庶務課私
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年頭のご挨拶 坂出市病院事業管理者
兼　坂出市立病院院長 岡田節雄

新年明けましておめでとうございます。令和年号
も早 4 年目となります。令和年号の開始当初から新
型コロナウイルス感染症に明け暮れた世界、並びに
日本でありました。ウイルスパンデミックの恐ろし
さを嫌というほど思い知らされた感染症でもありま
す。病気は患者とその家族に苦悩を与えますが、新型
コロナは患者と家族以外に、医療従事者を含めた
エッセンシャルワーカー、さらには教育を受ける権
利のある若者にも多くの苦悩と試練を与えました。
明けない夜はないと信じ、乗り越えた暁には、必ずや
成長が待っていると期待せずにはいられません。　
　早いもので坂出市立病院は当地に新築移転し、7
年が過ぎました。当院職員一同がコロナ対応を含め、
地域医療になくてはならない急性期病院として活躍
する事を目標とし、日々の診療に従事しております。
2019 年 3 月に中讃地区唯一の第二種感染症指定医
療機関の指定を受け、瞬く間に新型コロナウイルス
感染症の最前線病院として対応する状況になるとは
予想しておりませんでしたが、目の前のコロナ患者
に良質な医療を提供する責務を全うすべく、責任感
をもって精一杯対応いたしております。患者の居住
地として坂出市内はもちろん、丸亀、宇多津、善通寺、

琴平、満濃、多度津、詫間、三豊、観音寺、高松に至るま
で広範囲に及びました。外国籍の方や県外在住の方
も多く診療し、扱った総患者数は県内医療機関でも
トップレベルとなっております。苦労も沢山ありま
したが、対応することで病院組織力の強化も得られ
ました。「雨降って地固まる」効果もありますが、でき
れば 1 日も早い終息と、変わりない日常への一刻も
早い復帰を願っております。
坂出市立病院はコロナ対応をしながら、同時に悪

性疾患や急性期疾患の治療を並行して行うことが使
命と考え、平事の医療がコロナ対応の犠牲にならな
いように努力しております。私は地域住民が真に望
む医療体制とは「最も身近な病院の機能充実」だと確
信しております。坂出市立病院が「身近な病院」とし
て、提供する医療レベルを向上させ、充実した診療を
提供し、さらには有事にも活躍することが、市民の期
待に応えることだと考えています。
コロナ対応含め、理想的地域医療の充実に職員一

同邁進いたします。今後とも市民の皆さまの幅広い
ご理解、ご協力、ご支援の程をお願い申しあげるとと
もに、近未来に社会全体が変わりない日常へ復帰す
ることを祈念し、年頭の挨拶とさせていただきます。

□ 看護師



頻尿とは？頻尿とは？

看護部長 菊岡純子 事務局長 香西秀紀

泌尿器科医員 藤原健悟
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新年あけましておめでとうございます。
地域住民の皆さまにおかれましては、日々感染拡
大防止にご理解とご協力をいただき、感謝申しあげ
ます。看護部におきましても引き続き感染対策を講
じつつ、ポストコロナに対応すべく、コロナ禍で明ら
かとなった看護提供体制の課題に取り組んでまいり
ます。
この２年間は、看護部にとって大きな危機（ピン
チ）でありました。今年はそれをチャンスに変え、充
実した看護の提供に向けて看護部一同より一層の努
力をしてまいりたいと思いますので、どうぞよろし
くお願いいたします。
本年が皆さまにとって良い年でありますよう、心
よりお祈り申し上げます。

新年明けましておめでとうございます。
昨年は新型コロナウイルスのワクチン接種が進

み、秋以降は一定の成果があったように思われます
が、油断は禁物です。世界の感染状況を見ても、完全
終息には未だ道半ばと心得て、市民一人ひとりが第
６波への警戒を弛めることなく、日々の感染予防対
策を継続してゆくことが求められます。
当院では２月頃より、３回目の接種（いわゆるブー

スター接種）が始まります。坂出市と連携しながら、
効率的かつ円滑なワクチン接種に努めて参る予定で
はありますが、待ち時間など市民の皆さまにはご不
便をおかけすることもあろうかと思われます。引き
続き、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

「私は頻尿である。」それはどれぐらいの間隔のこ
とを指すのでしょうか。まず 1 日の適切な尿量は体
重 60kg の人で約 1500mL です。200 ～ 300mL 程度
ためられる正常な膀胱ならば少なくとも 3 時間は排
尿を我慢することができます。よって正常な排尿間
隔は 3 時間以上もつことといえます。頻尿はさまざ
まな要因からなるものの、男女に共通して起こる疾
患として過活動膀胱をご説明します。過活動膀胱と
は、「尿意切迫感を主症状として、頻尿あるいは切迫
性尿失禁を伴う自覚症状症候群」と定義されていま
す。尿意切迫感とは、急に起こる、我慢できないよう
な強い尿意のことであり、その尿意のためにトイレ
へ駆け込むことが典型的な症状です。また、水を触る
と急に我慢できない尿意が出現するという方もおら
れます。過活動膀胱に罹っている方は 40 歳以上の
12.4%で、70歳以上に限っては3～4人に1人が罹っ

ていると報告されています。女性では尿失禁にいた
ることが多く、非常に生活の質を低下させる疾患で
す。しかし、頻尿や尿失禁といった症状すべてが過活
動膀胱によるものではありません。例えば、体動時に
尿漏れが起きてしまう腹圧性尿失禁や、習慣でトイ
レに行ってしまう習慣性頻尿があります。もちろん
こういった疾患が過活動膀胱に合併している例もあ
りますが、お困りの方は一度専門医に受診されてみ
てはいかがでしょうか。過活動膀胱には行動療法や
薬物療法、手術療法といったさまざまな方法があり
ます。

( 参考：泌尿器 Care＆Cure uro-Lo 2020 Vol.25 2)

年頭のご挨拶



① 新型コロナワクチン3回目の接種について
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11 月 18 日時点で、日本における新型コロナワクチン 2回接種完了者の、全人口に
占める割合は 75.7％となっています。ワクチンの感染予防効果や重症化予防効果は
90～95%ありますが、最近、2回目接種から 6～8ヶ月後にはワクチンの感染予防効
果が 43～80％に低下するというデータが報告されてきております。重症化を防ぐ効
果は 90%を維持しますが、抗体力価の低下に伴い感染予防効果が低下するため、こ
れが欧州諸国の最近の感染増加の原因のひとつと考えられています。最もワクチン
接種が進んでいるイスラエルでは、早くから 3 回目接種を行い、感染予防効果も
90%まで回復したことが報告されており、日本も 2回目接種から原則 8ヶ月以上経
過した 18 歳以上が 3回目接種の対象となっています。2021 年 12 月から医療従事者
を対象に始まり、2022 年 1 月からは高齢者を中心とした一般の方に拡大される予定
です。高齢者や基礎疾患のある方は積極的に接種しましょう。

② 小児の新型コロナワクチン接種について
現時点では、初回（1回目・2回目）接種の対象者は、接種の日に満 12 歳以上の方で

す。このため 12 歳に満たない方は、現時点では新型コロナワクチンの接種対象では
ありません。米国においては、ファイザー社のワクチンで、5～ 11 歳への接種が開始
されており、日本においても、令和3年11月10日に薬事承認申請がなされています。
現在海外では、ファイザー社および武田 /モデルナ社の新型コロナワクチンで、生後
6ヶ月～ 11 歳を対象とした臨床試験も実施されています。小児は従来感染しにくい
と考えられていましたが、感染力の強いデルタ株では小児の感染例が多数報告され
ております。近い将来、日本でもワクチン接種対象年齢が広がってくると思います。

③ 新型コロナに感染しないために
マスク（特に不織布マスク）の着用、手指衛生（手洗いやアルコール消毒）などの感
染対策が基本であり最も大切なことです。また、従来株は「3密」と言われていました
が、感染性が強いデルタ株は「0密」が必要と考えられております。第 6波に備えて、
換気に注意し、マスクの装着、手洗いや手指消毒などの手指衛生、ワクチン接種を行
い、自分自身や家族、友人を新型コロナ感染から守りましょう。

新型コロナワクチンの最近の話題新型コロナワクチンの最近の話題
感染対策チーム

入院病棟にWi-Fi環境を整備しました入院病棟にWi-Fi環境を整備しました
１月より入院病棟を中心にWi-Fiサービスを開始しました。
利用方法については、院内掲示にてご確認ください。
１月より入院病棟を中心にWi-Fiサービスを開始しました。
利用方法については、院内掲示にてご確認ください。

● Wi-Fi提供エリア
　 病室（３～５階）、透析室（３階）
● Wi-Fi提供エリア
　 病室（３～５階）、透析室（３階）



言語聴覚士 斉藤恵美子

耳鼻咽喉科医員 富岡史行
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お口の健康を保ってコロナ禍を乗り切ろう

新型コロナウイルスの流行で、人と会って会話を
する機会が減り、誰とも口を利かなかったという日
があった方も多いのではないでしょうか？
口やのどは、「食べる」「話す」のに最も大切な器官
です。従来の生活であれば、人と会って会話をしなが
ら食事を楽しんだり、時にはカラオケを楽しんだり
して、自然と口やのどを使う機会が多かったはずで
す。その機会が減ったことから、以前より食事でむせ
ることが増えた、飲み込みにくいことが増えた、滑舌
が悪くなったなど、口やのどの衰えを感じる方もい
るのではないでしょうか？
また、新型コロナウイルスに感染し重症化した例
では、回復した後に嚥下障害（飲み込むことの障害）
を認め、全くむせずに食べ物が肺に入ってしまう「誤
嚥」を起こしてしまった例も報告されています。
こういった口やのどの衰えやトラブルを防ぐため
に、「嚥下体操」を取り入れてみましょう。テレビや雑
誌、インターネットなどでも取り上げられ、いろいろ
な方法がありますが、大きく口を動かしゆっくりと
「あ・い・う・え・お」と言う、口を開けて舌を前に
突き出すだけでも結構です。できれば毎食の食事前

にお口の準備体操として取り入れてみましょう。歌
を歌うことも、口やのどの力を維持するにはとても
有効ですが、複数人でカラオケに行くなどは感染リ
スクが高いため、今は控えてできれば一人で歌う程
度に留めておきましょう。また、お口を清潔に保つこ
とも、さまざまな病気や感染症の予防にも重要です。
口やのどのを健康に保ち、コロナ禍を乗り切りっ

て、楽しい会話や食事を楽しみましょう。

鼻がつまってにおいにくくなった経験はあると思います。におわ
ないのはもちろん困りますが、鼻がつまってしまうとほかにも困る
ことがあります。鼻にはにおいを感じるほかに、空気中のホコリや
ゴミ、ウイルスなどが身体の中に入ってくるのを防ぐ役割をしてい
ます。また、空気の湿度や温度を調節する加湿器やエアコンのよう
な役割もあります。鼻がつまって口で息をするようになると、この
役割が損なわれ、のどがダメージを受けたり炎症を起こしたりこと
もあります。朝起きると口が渇く、のどがイガイガするといった症
状は鼻づまりにより引き起こされることもあります。
鼻がつまる原因としては、鼻の中の形に異常がある（本人の自覚
がないことも多いです）、鼻水や鼻の粘膜の腫れ（風邪などの一時的
なものやアレルギーによる慢性的なものなど）、できもの（炎症によ
るポリープやまれにではありますが腫瘍）などがあります。また、鼻
の粘膜は温度変化に反応して腫れることがありますので、エアコン
や暖房を使用する季節に鼻づまりが起こることもあります。鼻づま
りやのどの違和感にお困りの方は、一度耳鼻咽喉科を受診してみて
はいかかでしょうか？

？
鼻 つ
ま
る
が



マイナンバーカードが健康保険証として利用できます！

マイナンバーカードを
挿入する

顔認証カードリーダ画面マニュアル（初回登録）

● 特定健診情報って？マイナンバーカードを健康保険証とし
て利用することで、初めての医療機関や薬
局でも今までの薬剤情報や特定健診情報
といった過去の状況を医師や薬剤師と共
有できるため、健康管理や医療の質の向上
につながります。

40 歳から 74 歳までの方を対象に、メタボリックシンドロームに着目して
行われる健診結果の情報です。75 歳以上の方については、後期高齢者健診情報
が閲覧できるようになります。

● 薬剤情報って？
医療機関を受診し、薬局などで受け取ったお薬の情報です（注射や点滴など

も含まれます）。

1 本人認証方法を選択する2

各種同意画面を選択する4 認証完了を確認する5

カードが自動で検出され、表示
画面が認証方法選択画面に切り
替わります

お名前が正しく表示
されていれば認証は
完了です

利用者証明書電子証明書の
パスワードのことです

暗証番号か顔認証のどちらかを選びます

本人認証をおこなう

暗証番号の場合

・４桁の暗証番号を入力します

3

・カメラで顔を撮影しま
すので、画面の枠内に
顔を入れます

顔認証の場合

操作方法などご不明な点がありましたら、お近くの係員までお声がけください。
5
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看護師特定行為（インスリン投与量の調整）をしています
糖尿病看護特定認定看護師 溝上貴世美

認定看護師
だより

2015 年 10 月保健師助産師看護師法が一部改正され，手順書により特定行為を行う看護師に対し「特定
行為研修」の受講が義務づけられました。私は糖尿病看護認定看護師として活動を始めて 9 年目の 2020
年 3 月に栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連、血糖コントロールに係る薬剤投与関連の 2 区分 3 行為
の特定行為研修を修了しました。そして本年 3月より糖尿病専門医である大工原医師の指示のもと、手順
書に則り、インスリン注射の種類や単位数、血糖値を下げる飲み薬の種類や量の調整を行い、実施後は、速
やかに大工原医師に結果を報告しています。

現在は、主に整形外科入院中の手術前後の患者さんや
リハビリを行っている糖尿病を持つ患者さんを対象に特
定行為を実施しています。血糖コントロールが悪い場合
には、傷が治りにくく、感染を起こす可能性が高まりま
す。また、手術の影響により血糖値が上がりやすくなりま
す。入院前は血糖値を下げる飲み薬で血糖コントロール
をしていた場合であっても、手術前後は一時的にインス
リン療法に切り替え、手術の影響が少なくなった時点で
速やかに治療内容を変更しています。これからも安全を
担保しながら、看護師特定行為を行いたいと思います。

管理栄養士 国方ちあき
生活習慣病（糖尿病、高血圧、脂質代謝異常など）は
死亡のリスクを高めてしまうので、予防・改善のた
め、体重が増えないように気を付けている方もい
らっしゃると思います。一方、高齢者においては、体
重減少は日常生活度（ADL）や生活の質（QOL）を低
下させ、自立障害を引き起こす大きな原因となるフ
レイルやサルコペニアにつながり、要介護のリスク
が高くなるので、体重減少に注意する必要がありま
す。そのため、体重の管理は、加齢に伴い生活習慣病
予防からフレイル予防へのギアチェンジが必要と考
えられています。
身長の違いも考慮して体重の管理を行えるよう
に、成人ではBMI（体格指数）を用いますが、生活習
慣病やフレイルの予防の両者に配慮し、至適BMI は
年齢によって異なることがポイントです。なお、BMI
（kg/m2）の計算式は、体重（kg）÷身長（m）÷身長（m）
です。
生活習慣病、フレイルともに予防の基本は、栄養療

法と運動療法が基本です。食事は、1日 3食バランス
よく（毎食、主食、主菜、副菜を揃える）食べ、動かない
時間を減らし、体重を計測することから始めてみま
しょう。

体重を計測していますか？

年齢 目標とするBMIの範囲
18～ 49 歳 18.5 ～ 24.9
50 ～ 64 歳 20.0 ～ 24.9
65 ～ 74 歳 21.5 ～ 24.9
75 歳以上 21.5 ～ 24.9



※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

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 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
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〒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令和4年1月1日現在
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診療科 月 火 水 木 金 土

前

午

初診・総合 吉原 夕美子
谷本 千佳子（毎週前半）

今戸・伊藤
）半後週毎（）代交・週隔（

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

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」は、薬剤供給の停止により休診しております。

午 後

吉川 　圭
（循環器）

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

）週3第（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） 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


