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市立病院だより

坂出市病院事業管理者
兼　坂出市立病院院長 岡田節雄年頭のご挨拶

迎春
令和5年

　令和5年、新年明けましておめでとうございます。
昨年はウクライナでの戦争、近隣諸国の軍事的脅威
などによる世界的社会情勢不安がありました。日本
においても、安倍晋三元総理の銃撃事件に代表され
る多くの理不尽かつ凄惨な事件の数々に加え、不景
気、円安、物価上昇など、一般社会や市民生活も激変
する昨今でした。医療界におきましては、引き続き新
型コロナウイルス感染症に明け暮れており、ウイル
ス感染症の脅威を嫌という程思い知らされ、対策の
重要性を再認識させられました。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
はもちろん、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
も繰り返し多大な苦悩と試練を与えました。同時に
社会生活の激変も経験しました。“陽はまた昇る”を
信じ、苦難を乗り越えれば明るい未来と、社会も個人
も成長した姿が待っていると期待せずにはいられま
せん。
　坂出市立病院は当地に新築移転し、早8年が過ぎ、9
年目に入りました。坂出市のみならず、中讃地区の医
療提供に無くてはならない急性期病院として成長す
る事を職員の共通目標とし、日々の診療に従事して
おります。当院は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し、早3
年近く経過しました。職員の団結にて目の前のコロ
ナ患者に良質な医療を提供する責務を全うすべく、

責任感をもって継続的かつ精一杯対応しておりま
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、外国籍の方や県外
在住の方も多く診療し、扱った総コロナ患者数は県
内医療機関でもトップレベルとなっております。沢
山の苦労を経験しましたが、対応する事で病院組織
力の強化や、逆に見直すべき知見も多く得られまし
た。降りかかるピンチは改善するチャンスの裏返し
でもありますが、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事が使命
と考え、平時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。地域住民の皆様が真に望
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事が、市民の期
待に応える事だと考えています。
　コロナ対応含め、理想的な地域医療提供体制の堅
持に職員一同邁進いたします。今後とも市民の皆様
の幅広いご理解、ご協力、ご支援の程をお願い申し上
げますと共に、社会全体が平和で安心できる日常へ
早く復する事を祈念し、年頭の挨拶とさせていただ
きます。

入院病棟ではWi-Fiサービスをご利用いただけます
提供エリア●3～5階各病室、3階透析室 1



新年明けましておめでとうございます。

岡田節雄病院長が
　厚生労働大臣表彰を受賞しました

看護部長

菊岡純子

　地域住民の皆さまにおかれましては、長期に渡り、新型コロナウイルス感染症
感染拡大防止にご理解とご協力いただき感謝申し上げます。
　看護専門職として、地域の皆さまが安心して暮らせ、心の支えとなれるようコ
ロナと対峙しながら看護してまいりました。この数年の経験は、看護師を成長さ
せ、これから担うべき坂出市立病院の看護の糧となったと確信しております。
　今後も化学的根拠に基づいた看護実践、ケアの質の向上を目指し、自己研鑽を
怠らず、一層邁進してまいりたいと思います。本年も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。

国民健康保険制度の円滑な運営に尽力し、社会保障および
国民健康保険事業の発展に大きく貢献した功績を称えられ、
令和4年度国民健康保険関係功績者として表彰されました。

新年明けましておめでとうございます。

事務局長

野島眞治

　昨年は新型コロナウイルス感染症に加え、ウクライナにおける紛争、円安の進
行、物価の高騰等、社会全体に大きな影響を与えることが多い一年でした。市民
の皆様にとって、本年が良い年となりますよう切に願っております。
　さて、当院ではこれまで、自動精算機・クレジットカード支払いや、入院患者用
Wi-Fiサービスを順次導入するなど、皆様の利便性向上に努めてまいりました。
マイナンバーカードを利用した「オンライン資格確認システム」も運用してお
り、今後国が進めようとしている医療ＤＸにも、さらなる利便性向上を期待して
いるところです。
　しかしながら、前述の物価高騰等により、当院を取り巻く状況も厳しさを増し
ており、今後、皆様にご不便やご迷惑をおかけすることがあるかもしれません。
可能な限り、皆様に影響が出ないような病院経営に努めて参りますので、今後と
もよろしくお願い申し上げます。

年
頭
の
ご
挨
拶
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新型コロナウイルス・インフルエンザ感染拡大時の対応について

呼吸器内科医員 近藤大祐冬の呼吸器疾患について

【重症化リスクの高い方（高齢者・基礎疾患を有する方・妊婦）、小学生以下の子どもと保護者の方】

香川県新型コロナウイルス健康相談コールセンター 電話番号：0570-087-550

感染対策チーム

１.感染が拡大する前に、ワクチン接種をご検討ください。
２.喉の痛みや発熱などの症状が出たら、速やかに発熱外来を受診してください。（受診前に電話予約が必要です）

①かかりつけ医がいる場合：かかりつけ医にご相談ください。
②受診に迷った場合：電話相談窓口などをご利用ください。

【重症化リスクの低い方（上記以外）】
　流行時は、発熱外来の予約が取りづらくなります。
　重症化リスクの高い方を守るため、香川県新型コロナウイルス健康相談コールセンターをご活用ください。
１.喉の痛みや発熱などの症状が出たら、まずはご自身にて新型コロナ抗原定性キットで検査してください。

※「研究用」ではなく、国が承認した「医療用」もしくは「一般用」のキットを使用してください。
２.陽性だった場合は、香川県陽性者登録センターに登録して自宅療養をお願いします。
・体調変化時には、香川県新型コロナウイルス健康相談コールセンターにご連絡ください。
・検査キットの結果が陰性でも、新型コロナウイルスやインフルエンザなどに感染している場合があります。
感染拡大を防ぐために、体調不良が続くときは自宅で療養をお願いします。

３.受診に迷った場合は、香川県新型コロナウイルス健康相談コールセンターをご利用ください。
・症状が重いなど受診を希望する場合は、香川県新型コロナウイルス健康相談コールセンターに相談し、かか
りつけ医・発熱外来の受診をご検討ください。

　冬は気温と湿度が下がるため、気道の粘膜の機能が低下します。ウイルスや細菌に感染しやすくなり、いわゆる風
邪や肺炎などの呼吸器感染症が増加するといわれます。新型コロナウイルス感染症の流行から早3年が経とうとし
ていますが、毎年冬には感染拡大が起こっています。このような感染症の増加に伴い、喘息、COPD（肺気腫）などの
呼吸器疾患の悪化も増加する傾向にあります。呼吸器疾患の悪化は、生命に関わることがあるため、このような疾患
をお持ちの方は特に注意が必要です。
　風邪は、主にウイルスによって引き起こされます。症状はくしゃみ、鼻水、咳などの呼吸器症状のほか、発熱、食欲
低下、頭痛、嘔吐・下痢などの全身の症状を起こすこともあります。治療は、対症療法（解熱薬や咳止め）が主となりま
す。高齢の方では、風邪をきっかけに全身状態が低下する危険もあります。
　肺炎はウイルスだけでなく、肺炎球菌などの細菌によって引き起こされます。食事を飲み込む力が低下した人（食
事でむせやすい）では、誤嚥により肺炎を起こすこともあります。発熱、咳などの症状に始まり、呼吸困難が出現した
場合には、酸素投与や人工呼吸が必要となることもあります。
　新型コロナ対策により、いわゆる風邪の患者さんも減少したといわれ、マスク、手洗いなどの対策が効果的である
ことがわかります。感染対策に気をつけ元気に冬を乗り越えましょう。

参考：京都桂病院　医療コラム　冬の呼吸器感染症、鳥取県医師会　冬季における高齢者の呼吸器疾患

【感染拡大を防止するためには】
　引き続き「ワクチン接種」「マスクの着用」「換気」「手洗い」「3 密（密接・密集・密閉）回避」などの基本的
な感染対策を徹底しましょう。

参考文献：厚生労働省　新型コロナウイルス・季節性インフルエンザの同時流行に備えた対応
　　　　　香川県ホームページ　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）について
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非常食、用意していますか？

循環器内科部長 吉川　圭

管理栄養士 磯﨑絵里

動くと胸が苦しくなることはありませんか？

最近、坂道や階段を上がったり、急いで走ったりするときに胸が苦しく
なることはありませんか？それはもしかしたら狭心症かもしれません。

　狭心症は、心臓の壁（筋肉）に栄養を送るための血
管である冠動脈に動脈硬化が起こって、血液が足り
なくなるときに起こる病気です。動脈硬化の原因と
なる高血圧や糖尿病、脂質異常症（コレステロールや
中性脂肪が高い）、ニコチン依存（タバコを吸う）、肥
満などの病気をお持ちの方がなりやすい病気でもあ
ります。多くは、運動時の胸の「痛み」というよりも
「重い感じ」「押さえつけられるような感じ」「違和感」
を感じ、動くのを止めれば1～2分で症状は無くなり
ます。このため、病院を受診されない方も多く居られ
ます。
　放置していると徐々に悪化していき、ほんの少し
動くだけでも、時にはじっとしていても症状が治ら

なくなります。場合によっては、突然悪化し心筋梗塞
（心臓の筋肉に全く血液が送られなくなり、心臓の筋
肉が壊死してしまう病気）をおこし、突然死になる事
さえある怖い病気です。
　診断には、まず心電図の検査、特に運動して心電図
をとる検査を行います。疑わしい場合もしくは運動
ができない場合は、血管に造影剤を入れて血液の流
れを診る造影CTや心臓カテーテル検査を行って診
断をします。調べてみて血管が狭い、血管が詰まって
いる場合は、風船で膨らますステントという金属の
筒を植え込む手術を行って治療をします。
　当院では、いずれの検査、治療も行います。
　胸の症状があるのであれば、一度受診をお勧めします。

1.水を用意する
調理用の水を含めて1人あたり1日3リットル

2.非常食を用意する
ビスケット、乾パン、ソフトクッキー、アルファ米など

3.保存性の高い食品を持っておく
米、日持ちする野菜、乾物（カットワカメ、切り干し
大根、煮干しなど）
※普段食べるものを多めにもっておき、消費すると
同時に補充することを『ランニングストック』と
いいます。

4.調理道具も用意する
キッチンばさみ、皮むき器、カセットコンロなど
※ラップ、耐熱性ポリ袋も持っておくと、衛生的に
調理・食事ができます。

　阪神淡路大震災から28年が経ちました。みなさん、非
常食は用意していますか？災害時、1～3日経てば支援
物資が届き始めますが、1個のおにぎりを4人家族で分
けて食べたという話もあるほど、食料を手に入れるのは
難しくなります。つまり、自分で食料を備蓄しておく必
要があります。少なくとも3日分、できれば1週間分を用
意しましょう。
　また、非常食は用意して終わり、ではありません。実際
に食べてみたことはありますか？もしかしたら、乾パン
は硬くて食べられない、ということもあるかも知れませ
ん。試食したことはあっても、3日間続けて食べてみた
らどんな気持ちになるでしょうか？自分の口に合う非
常食を探しておいたり、備蓄用ようかんのような、ホッ
とする甘味を用意したりするのもいいですね。
　米を用意していても、電気が復旧するまで炊飯器は使
えません。鍋でご飯を炊く練習をしましょう。ポリ袋調
理という方法もあるので、それも練習してみましょう。
　災害はいつ起きるか分かりません。安全な状況である
今のうちに、備えを万全にしておきましょう。

非常食、
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令和５年４月採用 看護師を募集します

理学療法士 宮前佳世

座る時間を見直しませんか

ご応募お待ちしております！

1

　寒い時期になり、暖かい部屋でテレビを見ながら、気がつけば何時間も座ったま
ま…ということはありませんか？数年前、海外の研究調査で日本人の座り時間は
世界一という結果が出ました。
　コロナ禍での外出自粛による健康二次被害として、筋肉量・筋力の低下、認知機
能の低下があげられます。健康な高齢者が2週間家の中で動き回らないと、足の筋
肉量が3.7％低下し、これは約3.7年分の老化に相当するといわれています。
　また、これも海外の研究ではありますが、座る時間とがん死亡リスクの関係を調
査したところ、生活の中で最も長く座るグループは、最も座らないグループの1.8
倍のがん死亡リスクがあるそうです。特に、男性では前立腺がん、女性では乳がん
や卵巣がんのリスクが高いとされています。そのほか、糖尿病や脳梗塞、心不全、肺
疾患など、さまざまな疾患リスクとの関係もあげられることは予想されます。
　こうしたリスクは、大人だけではありません。子供を対象とした調査で、コロナ
流行前後において、TVやYouTubeなどの動画視聴時間の増加、睡眠時間の短縮、
体脂肪率の増加などの傾向があることが統計的に判明しており、それに伴い子供
の動作時のバランス能力の低下が指摘されています。これは、動きを伴いながら、
転倒しないようにバランスを保ち続ける能力が落ちているという意味で、大人に
も同じことが言えるのではないでしょうか。
　新しい年になり、心機一転、ウオーキングやジムへの入会など、行動を起こせる
方はぜひ始めてください。しかし、それがなかなか難しいという方は、まず座る時
間を見直してみてください。TVを見るなら、CMごとに腰を上げる、事務作業の方
は、30分に一度立ち上がることから始めてみませんか。立ち上がることが難しい方
は、座ったままでできる足の運動をしてみましょう。

参考サイト●スポーツを通じた高齢者向け健康二次被害予防ガイドライン
　　　　　●糖尿病ネットワーク
　　　　　●時事メディカル
　　　　　●スポーツ庁　エコノミークラス症候群の予防のために

申込期間 1月5日（木）～1月19日（木）
 ※郵送のみ受付（1月19日の消印有効）
試 験 日 1月29日（日）
募集人数 8人程度
申込書・募集要項
 ハローワーク坂出、坂出市役所および坂出市立病院にて配布しています。
 また、坂出市ホームページからもダウンロードできます。
 なお、受験資格などの詳細については、募集要項をご覧ください。
 ■お問い合わせは、坂出市立病院 庶務課（0877-46-5131）まで

足の指で
グーをつくる

のための足の運動

2 足の指をひらく

3 足を上下に
つま先立ちする

4 つま先を
引き上げる

5 ひざを両手で
抱え、足の力を
抜いて足首
をまわす

6 ふくらはぎを軽くもむ

予
防
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子宮頸がんワクチンの「キャッチアップ接種」をご存じですか？
がん化学療法看護認定看護師 大森美紀

認定看護
師だより

職場体験学習

　子宮頸がんは、ヒトパピローマウイルス（HPV）の感染が原因と考えられています。性的接触のある女性
の多くが、生涯で1度は感染するとされている一般的なウイルスです。
　子宮頸がんを防ぐためのHPVワクチンは、平成25年4月に定期予防接種となりましたが、接種部位以外の
体の広い範囲で持続する疼痛や不随運動など多様な症状が報告された結果、厚生労働省は「積極的な推奨を
差し控える」措置をしました。しかし、令和3年11月にHPVワクチン接種による有効性が副反応のリスクを
明らかに上回ると認められ、令和4年より個別に接種を再開しました。これに伴い、公平な接種機会を確保す
る観点から、積極的推奨の差し控えにより接種機会を逃した方を対象に、定期予防接種として接種を行う
「キャッチアップ接種」が設けられました。
　「キャッチアップ接種」は、平成9年度生まれ～平成17年度生まれの女性で、過去にHPVワクチンの接種を
合計3回受けていない方が対象となります。この対象者は、令和7年3月まで公費で接種ができます。また、厚
生労働省は令和5年4月1日から、従来のワクチンよりも高い感染予防効果があるとされる「9価HPVワクチ
ン」を小学校6年～高校1年相当の女子を対象に無料の定期接種を行う方針を決めました。
　すべてのワクチン接種には効果とリスクがあります。上記の接種対象者は、一度ワクチン接種を検討して
みてはいかがでしょうか？
　厚生労働省のホームページではHPVワクチンに関する情報をご案内していますので、詳しい内容や相談
窓口についてはホームページでのご確認をお願いします。

参考・引用文献：厚生労働省HP

10月18日～19日

●参加者（中学生５名）には、実際に白衣を着用して、院内のさまざまな部署の
　仕事を体験していただきました

消防訓練
10月26日

●夜間出火を想定した避難訓練と、消火器の取扱い訓練を実施しました
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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。）

特殊外来・専門外来予定表
令和5年1月1日現在 市

民
が

安心
して
暮らせ、  心の支えとなる

病
院
に診療時間

午前 8  :  30～11  : 30
午後13 :  30～16  : 30

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
中村　洋之

午前 ： 月～木曜日
午後 ： 水曜日
午前 ： 金曜日
午後 ： 月・水曜日
午後 ： 月曜日
午前 ： 水・金曜日
午後 ： 月曜日
午前 ： 火曜日

午前 ： 火曜日

午前 ： 火曜日

午後 ： 木曜日

午後 ： 木曜日
午前 ： 水曜日
午後 ： 木曜日（隔週）
午前 ： 金曜日
午後 ： 木曜日（隔週）

午前 ： 木曜日

午前 ： 水曜日

谷本清隆医師診療時

要予約（ご相談）

午前 ： 木曜日

午前 ： 土曜日（月２回）

午前 ： 月・水曜日

午後 ： 火・金曜日

午前 ： 月～金曜日
午前 ： 第２土曜日

午後 ： 金曜日

午前 ： 月・木曜日
午後 ： 金曜日

午後 ： 金曜日

午後 ： 第１金曜日

午前 ： 木曜日

午後 ： 水・木曜日

日本呼吸器学会指導医

喜多　信之

近藤　大祐

日本内科学会認定内科医

吉川　　圭
日本循環器病学会認定循環器専門医

藤田　憲弘
日本循環器病学会認定循環器専門医

吉原　夕美子
日本循環器病学会認定循環器専門医

蓮井　雄介
日本内科学会認定内科医

室田　將之
日本消化器内視鏡学会専門医

今戸　涼資

伊藤　朋晃

伊藤　優衣

午前 ： 月曜日渡邉　太一郎

午後 ： 火曜日川野　桂太郎

午後 ： 金曜日川中　結以

日本血液学会指導医

日本血液学会専門医

日本腎臓学会専門医

日本リウマチ学会専門医

日本小児科学会専門医

日本小児科学会専門医

日本外科学会専門医

日本糖尿病学会研修指導医

循　環　器

消　化　器

糖　尿　病

血液/漢方

血　　　液

腎　　　臓

アレルギー

手掌多汗症

リ ウ マ チ

母 乳 外 来

ストーマケア

膠原病・リウマチ

ヘルニア（脱腸）
外　　　科

小　児　科

整 形 外 科

呼吸器外科

産 婦 人 科

脊　　　椎

気　　　胸

・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。

・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。

・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。

・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。

・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。

・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。

・初診時は、一般外来の受診が必要です。

・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

・腹部のヘルニア(脱腸)の相談にのります。

・アレルギーの患者を対象とした専門外来。

・腎疾患の専門的治療を行います。

・膠原病・リウマチの専門的治療を行います。

大工原   裕之

午前 ： 火曜日
日本糖尿病学会研修指導医
大島　都美江

田岡　輝久

松岡　亮仁

尾崎　太郎

中島　崇作

谷本　清隆

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

西村　充孝
日本外科学会指導医
佐野　貴範

午後 ： 木曜日 ・気胸や巨大肺嚢胞の専門的治療を行います。
日本呼吸器外科学会専門医
中島　成泰

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。佐藤　佳代子
日本リウマチ学会専門医
田村　知雄

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

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

午後 ： 第２・第４月曜日膝
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会認定スポーツ医
石橋　洋一

7



〒762-8550 E -ma i l : h o s p s a ka@ma i l . k b n . n e . j p

https://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●QRコードからアクセスしてください。
電話（0877）46-5131 （代表）
FAX（0877）46-2377

香川県坂出市寿町三丁目1番2号

外来診療予定表

内　　科

外　　科

小 児 科

脳 外 科

耳鼻咽喉科

呼吸器外科

整形外科

産婦人科

泌尿器科

受付時間
午前

初めての方

診療科 月 火 水 木 金 土

8:30～11:30
13:00～16:30（泌尿器科のみ15：30）

8:00～11:30
再来の方

午後
午前 8:30～11:30

13:30～16:30午後
診療時間

令和5年1月1日現在

呼吸器・循環器
消化器・糖尿病
血   液・漢   方
禁   煙・膠原病

下記の専門外来
も行います。

午
　
　
　
　
前

初診・総合

血液・漢方

呼 吸 器

腎 　 臓

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。

吉原 夕美子

吉原 夕美子

中村 洋之

田岡 輝久

吉川 　圭

谷本 清隆
髙橋 昌志
和唐 彰子
髙橋 昌志
砂川 正彦
谷本 清隆

髙橋
谷本
川﨑

髙橋
川﨑
谷本・ 岡山大医師

髙橋 昌志
砂川 正彦
川﨑 綾子

谷本 清隆
髙橋 昌志
香川大医師

谷本 清隆
和唐 彰子 和唐 彰子

川﨑 綾子
川﨑 綾子

砂川 正彦
川﨑 綾子
髙橋 昌志

髙橋 昌志
髙橋 昌志

谷本 清隆
岡山大医師

（循環器）

吉川 　圭
（ペースメーカー）

松岡 亮仁
（血液）

松岡 亮仁
（血液）

藤田 憲弘
（循環器）

室田 將之
（消化器）

蓮井 雄介
（循環器）

藤田 憲弘
（循環器）

喜多 信之
（呼吸器）

喜多 信之
（呼吸器）

川野 桂太郎
（血液・総合内科）

尾崎 太郎
（腎　臓）

今戸/伊藤朋（隔週）
（消化器）

近藤 大祐
（呼吸器・総合内科）

中島 崇作
（膠原病）

渡邉/伊藤優（隔週）
（総合内科）

榊原 奈津子
（総合内科）

川中 結以
（血液・総合内科）

石橋 洋一
膝(第2･4週)

田村 知雄
リウマチ（第1週）

小松原 悟史
脊椎外来(月2回)

森重 浩光

佐野 貴範
ヘルニア（脱腸）

予防接種
乳幼児健診
小児神経外来
　　（第3週）

予防接種
乳幼児健診

山田
矢田

(第1･3･5週)
(第2･4週)

矢田
山田

(第1･3･5週)
(第2･4週)

中島
佐藤

気胸
手掌多汗症

(第1･第3週のみ)

(第2･4週は15時～)

田岡 輝久
（血液・漢方）

尾崎 太郎尾崎 太郎
田岡 輝久

中村 洋之 中村 洋之

吉川 　圭 蓮井 雄介 吉川 　圭

谷本 千佳子 榊原 奈津子
谷本 千佳子 藤田 憲弘（奇数週）

川野 桂太郎（偶数週）

藤田 憲弘

今戸・伊藤朋

樋口 雅大
武田 純治

香川大医師
乳がん検診（完全予約制）

樋口 雅大
武田 純治

樋口 雅大
武田 純治
樋口 雅大
武田 純治

樋口 雅大
武田 純治

香川大医師
樋口 雅大
香川大医師
武田 純治

中村 洋之 喜多 信之

消 化 器 渡邉 太一郎 室田 將之 伊藤 朋晃 伊藤 優衣 今戸 涼資

午 　 後

午 　 後

午 　 後

午 　 後

交代診療

交代診療

交代診療

交代診療

林田 有史 林田 有史 本田 智子

戸田 　千 戸田 　千予約のみ

予約のみ

紹介・新患

紹介・予約

香川大医師

戸田 　千

戸田 　千

戸田 　千

松下 誠司

森重 浩光 山田 佳明

山田 佳明 矢田 俊介 矢田 俊介山田 佳明

矢田 俊介

森重 浩光

森重 浩光

松下 誠司 松下 誠司 松下 誠司

橋本 　希

西村 充孝西村 充孝 佐野 貴範香西 　純
佐野 貴範 岡田 節雄 岡田 節雄森　 誠治 森　 誠治

香西 　純

中島 成泰 中島 成泰
佐藤 佳代子 佐藤 佳代子

林田 有史 林田 有史 林田 有史
（第1・2・4・5週）

（受付9時～）

（受付14時～16時）

林田 有史

大工原 裕之

休診

大工原 裕之大工原 裕之 大工原 裕之大工原 裕之
大島 都美江大工原 裕之 糖尿病（第2週）

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

紹介患者

紹介患者

紹介患者

（毎週前半）

（隔週・交代）（毎週後半）

紹介患者

一　診

一　診

専門外来
（予約）

二　診

初　診

初　診

午後のみ

午
　
後

午
　
前

午後のみ

午 　 前

午 　 前

午 　 前

午 　 後

午 　 前

午 　 前

午 　 後
（15:30初診受付終了）

眼　　科 大垣 修一 大垣 修一 大垣 修一 大垣 修一 大垣 修一

藤原 健悟

花岡 有為子

藤原 健悟 矢野 敏史 藤原 健悟 藤原 健悟

午 　 前

午前専門外来

循 環 器

糖 尿 病

は

です

西村 充孝
ストーマケア

専専

さかいでしりつびょういん

SAKAIDE CITY HOSPITAL
坂出市立病院
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