
The Contents

60No.

2018

トピックス

「欧州呼吸器学会　サマースクール体験記」
副院長ご挨拶
受動喫煙対策について
新人研修
ひよっこ新聞　Vol.1
お知らせ
地域包括ケア病棟への入院案内
笠院長連載シリーズ
「無礼印」
部署紹介
薬剤部　ほか

トピックス

「欧州呼吸器学会　サマースクール体験記」
副院長ご挨拶
受動喫煙対策について
新人研修
ひよっこ新聞　Vol.1
お知らせ
地域包括ケア病棟への入院案内
笠院長連載シリーズ
「無礼印」
部署紹介
薬剤部　ほか

写真：魚津ケ崎公園（五島市）の向日葵

社会福祉法人病院として、地域に密着した医療を行ってきた歴史を守り、
『救急から在宅まで』を目標に、患者さんが満足し、職員も満足する病院
づくりを実現することにより、地域住民の保健・医療・福祉の向上に貢献
する。
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　まず、この場をお借りして西日本豪雨により被災さ
れたすべての皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
　原稿を書いている 7 月下旬、新聞、ニュースでは
猛暑日、熱中症で搬送・死亡などの記事を見ない日
はありません。天気予報では翌日の最高気温を 40
度前後と予想している地域もあります。皆さまも体調
管理には十分、お気を付け下さい。
　さて、7 月 18 日に受動喫煙対策を強化する改正
健康増進法が成立しました。多くの人が集まる建物内
を罰則付きで原則禁煙とする初の法律で、東京五輪・
パラリンピック開催前の 2020 年 4 月に全面施行され
ます。病院においては 2019 年夏をめどに屋内完全
禁煙となるようです。十善会病院においては既に
2003 年 5 月 1 日より館内禁煙を開始し、2007 年
10 月 1 日より敷地内禁煙を実施しております。歴史
的には 2005 年に発効した WHO のたばこ規制枠組
み条約によって公共の場所での受動喫煙からの保護
について立法による対応を定められました。日本では
2003 年に施行された健康増進法で、多数の人が利
用する施設での受動喫煙防止を義務付けましたが、
罰則のない努力義務だったのです。
　ではここで喫煙についておさらいです。
　「2017 年全国たばこ喫煙者率調査」によると、成
人の喫煙率は 20.0% を切りました。男性の平均喫煙
率は 28.2％, 女性は 9.0% です。喫煙が原因で年間
10 万人を超える方が亡くなっている一方、受動喫煙
が原因の死者は年 1 万 5 千人で交通事故死者数の
4 倍に上ります。
実はタバコの煙には 4000 種類の化学物質が含まれ、
そのうちの 200 種類以上はニコチンやタール、一酸
化炭素などの有害物質、さらには 50 種類以上の発
がん性物質も含まれているからです。癌以外にも脳卒
中や心筋梗塞、動脈硬化、高血圧、糖尿病、メタボリッ
クシンドローム、胃潰瘍、COPD、肺炎、喘息、うつ病、

バセドウ病、骨粗鬆症など、全身の病気のリスクを高
めることがわかっています。また病気のリスクだけでな
く、妊娠・出産への悪影響や乳幼児突然死症候群
の発症リスクにも関連しています。
美容にも悪影響を及ぼし、いわゆる老け顔（スモーカー
ズフェイス）になります。
さらにタバコの害は、喫煙者の周囲にも及びます。タ
バコを吸わない人でも、喫煙者によるタバコの煙を吸っ
てしまうことで（受動喫煙）、がんのリスクが高くなる
のです。
タバコの煙には、タバコを吸う人が直接吸い込む「主
流煙」と、火のついた先から立ち上る「副流煙」に
分かれます。この副流煙には、主流煙に比べてニコ
チンが 2.8 倍、タールが 3.4 倍、一酸化炭素が 4.7
倍も含まれているからです。
　まずは吸わない事が大切ですが、吸っている方には
禁煙をお勧めしますし、受動喫煙を起こさないような
周囲への配慮が必要と思います。
そこで禁煙ですが、タバコに含まれるニコチンは危険
薬物のヘロインやコカインよりも依存性が高く、自力で
使用を中止するのは非常に難しいのです。そのような
方は禁煙外来を利用するのが良いかと思われます。
十善会病院においても2003 年 10 月に老舗として禁
煙外来を立ち上げ禁煙に取り組んできましたが、その
後市内に禁煙外来が増えたこともあり2015 年 4 月 1
日をもって当院での外来は終了しました。
まだ喫煙されている方はこの機会に禁煙に挑戦されて
は如何でしょうか。
　最後になりましたが十善会病院では今後とも、一人
一人の患者さん、またその家族さんの立場に立って、
適切な医療を提供してまいります。そうする事が新病
院へ向け当院のさらなる発展に繋がると考えておりま
す。
どうぞ今後とも、宜しくお願い致します。

　今回 6 月 20 日～ 23 日にポルトガルのリスボン
で行われた欧州呼吸器学会のサマースクールに参加
しました。4 日間缶詰めで呼吸器の総まとめをする
というちょっと欲張りな講習会でした。
　折しもサッカーのロシアW杯真っ盛りであり、ちょ
うど行きの飛行機の中にいる時間に日本対コロンビ
アが行われていました。ホテルでのチェックインの際
にフロントスタッフから「（コロンビア戦の勝利）お
めでとう」と声をかけられました。「でもコロンビア
は10人でしたからね。それを忘れちゃいけませんよ」
と言ったポルトガル人スタッフの眼には『俺たちには
クリスチアーノ・ロナウドがいるからな』という自信
が見えたような気がしました。FIFA ランク 61 位の
日本人にはどうも肩身の狭い時期だなと思ったのは
考えすぎでしょうか。正直この時は日本がベスト16
に進出するなんて思っていませんでした。
　サマースクールにはヨーロッパを中心に世界から
73 人の呼吸器科医が集まりました。自分と同世代
かちょっと若いぐらいの医師が多く、休み時間には
各国の医療システムや呼吸器事情の違いについて
語ったり、自分のおかれている状況の愚痴やキャリ
アへの不安なども話したり、まあ世界各国、文化や
宗教が違えども中堅どころの呼吸器科医の悩みは
あまり変わらないなと妙にしみじみしました。

　サマースクールは参加型のディスカッション中心の
講義もあり、受講生もバンバン自由に質問ができる
とても熱い会でした。また講師陣も豪華であり、呼
吸器の各分野の第一人者が集まっていました。見渡
す限り呼吸器のクリスチアーノ・ロナウドだらけです。
特に間質性肺炎の講義にはドイツから著名な
Costabel 先生がいらっしゃっており、講義は明快
ですばらしかったです。講義終了後も直接先生に診
療について質問をさせてもらい、アドバイスいただ
き感動しました。間質性肺炎界のクリスチアーノ・
ロ…もといユルゲン・クリンスマンはすごいなと思
いました。
　8 時から 17 時まで講義三昧でぼろぼろになり、
ホテルにかえって晩酌をしながらW杯を見ながら寝
て、翌日起きて講義に参加を繰り返した 4 日間でし
たのでリスボン観光は全くしなかったのですが、そ
れでもお釣りがくるほどサマースクールは素晴らし
く、参加して本当に良かったなと思いました。
　最後になりましたが、今回快く送り出していただ
いた麻生先生、土橋先生、松木先生の呼吸器内科
の先輩方、新患外来を快く引き受けてくださった循
環器内科の神田先生ならびに病院関係者のみなさ
まに御礼申し上げます。ありがとうございました。

副院長　麻生 憲史
呼吸器内科　伊藤　博之受動喫煙対策
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ひよっこ新聞 Vol.1
今年度もいよいよ新人看護師さんの研修が始まりました。まだまだ緊張していて表情も硬いですが、各病棟の
先輩看護師の皆さん、ご指導よろしくお願いします。

平成 29 年度より、スタッフ全員で新人さんを育てていく事を目的に、新人の受講した研修項目や看護実技内
容が病棟スタッフに分かるように、「ひよっこ新聞」を発行しています。新人さんが何処まで学んでいるかを知
る事が出来るため、病棟での新人指導の参考にしてもらっています。

　看護業務基準の研修では、講義で業務基
準とは何か、また基準の大切さを学びました。
　グループワークではインシデントやアクシ
デント報告を例にとり、看護業務基準書を
見ながら、手順が守れなかったら大きな事故
となり、患者様の生命に関わってくることを
勉強しました。

　採血･注射（翼状針・静脈留置針による点滴）
の研修を行いました。
　グループになり、実際に採血・静脈留置針
を行いました。残念ながら画像がないのです
が、なかなか血管内に入らず苦戦していました。
針を刺される患者さんの気持がちょっと分かっ
たかな？みんな頑張れ‼

＊看護業務基準について学ぶ
＊看護記録の書き方（データベース・経過表・経過記録）
＊採血 ・注射（翼状針・静脈留置針による点滴）

＊感染対策・スタンダードプリコーション
＊検体の取り扱いと検査データの意味
＊看護必要度
＊褥瘡予防

さて4月の研修内容は…

４/６（金） 4/14（土）

　看護必要度の研修会を行いました。まだ、
部屋持ちをしていない新人さんも多く、必要
度の記載がどのようなものかを全く知らない
新人さんもいましたが、症例での演習をグルー
プで行い、意見し合うことで正しい評価へと
導きだすことができていました。今後も患者
さんをよく観察したうえで評価をしていきま
しょう！

　褥瘡対策委員会が講師となり、褥瘡予防・
スキンケア・オムツ交換について研修会を行い
ました。入院時に作成する褥瘡評価表の記載
の仕方を学びました。また、実際にオムツを
当てる側、当てられる側となり実施してみて、
正しくオムツを当てる難しさを実感していまし
た。

４/23（月） 4/26（木）

地域包括ケア病棟への入院 地域連携室　　藤崎ゆう子

　地域包括ケア病棟とは、急性期医療を経過した患者様及び在宅において療養を行っている患者様の受け
入れ、並びに在宅復帰支援などを行う機能を有し、地域包括ケアシステムを支える役割を担う病棟です。

　病棟の入院期間は 60 日が限度となるため、医師・看護師・理学療法士ほか関係各専門職がチームで支
援を行い、専任の社会福祉士が関係機関との連携をとり退院へ向け調整を行っていきます。

　入院に関しましては
● 在宅医もしくは連携担当者のかたより直接連携室へご相談下さい。
● 患者様の情報提供書をいただいて、ベットコントロール委員会で検討させていただきます（病床の状況に

より、ご希望に添えない場合もあります）。

入院対象となる患者様は
　・急性期治療後、在宅復帰に向けリハビリや準備が必要な方
　・在宅療養中で、軽微な発熱や下痢などの症状で治療を要する状態になった方
　・在宅療養中で医療負担度が高く、介護保険での施設利用が困難な方（レスパイト入院）

入院・転院のご相談は地域連携室が担当しておりますので
お気軽にお問い合わせ下さい。

地域連携室（十善会病院　付属棟５階）
TEL.095-821-1214　FAX.095-818-5388問い合わせ先
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　現在、薬剤師 7 名、助手 2 名にて病棟業務を
中心に、外来、手術室、救急室、チーム医療等
多方面にわたり業務を行っています。チーム医療
では、NST（Nutrition Support Team）・癌
サポートチーム・糖尿病教室・感染対策・褥瘡
対策等に薬の面から参画しています。また、医
薬品安全管理の面でも病院全体の医薬品に係る
インシデントを収集し、その対策を関係部署と
検討し評価をしています。

　本年度より、新たに医事課・看護部・栄養部・
地域連携室と協働して入院支援を行っています。
入院前の外来において、常用薬・サプリメント
の使用状況、副作用歴・アレルギー歴を確認し、
入院中他院を受診できないシステムの説明も行っ
ています。侵襲を伴う検査や手術が安全に行わ
れること、また入院中の薬物療法が適正に行わ
れ薬学的管理も効率よく行えることを目的として
います。
　地域包括ケアシステムの中、他の病院や診療
所、保険薬局との連携が重要になります。薬剤
部では、介入した患者さんの薬剤サマリーの発
行を少しずつ増やしています。退院後、転院後
の薬物療法が適正に効率的に行えるよう活用し
ていただければと考えます。本年度新設された
薬剤適正使用連携加算（じゅうぜん通信
2018.No58 をご参照ください。）の算定にもお
役立ていただければ幸いです。

薬剤部紹介 薬剤部課長　立石　正幸

　記憶は定かではありませんが中学 1 年の時の理
科の授業だったと思います。先生がビーカーに
入った小さな茶色い物体を持ってきて、それに水
をかけるとその物体がモコモコと膨れてきて、ま
るで “いも虫” が蠢いているようでした。そこで
先生は「はたしてこれは生物でしょうか？」と質
問しました。生物ではないというのが正解で、そ
の理由の一つが「成長するスピードが速すぎる」
というものでした。僕は「生物にも色んな種類が
あっていいはずで、未知の生物もいるはずで、成
長するスピードだけでどうしてそう言えるんだ！
水をかけると急速に成長する生物がいても良い
じゃないか！」と納得が行かなかったことを覚え
ています。
　生物の定義、生物の条件とは何でしょうか？文
献２）によれば生物学者が定義する生物とは①他
界との間に境界を持つ、②自らが複製を作る、③代
謝をする、④進化する可能性がある、の４つの条
件を全て満たしている「モノ」だそうです。簡単
に言うと、身体があって、子孫を作って、物を食
べて排泄して、進化するのが生物であるというこ
とです。また、私が愛読する分子生物学者の福岡
伸一博士によれば、生物、生命とは絶え間無い分
子の流れ、つまり外界の分子を身体に取り込み、
体内から分子を排泄し続けている存在であり、こ
れを「動的平衡」と定義しています。確かに水を
かけてモコモコ蠢くだけでは生物とは言えないで
すね。
　約 46 億年の地球の歴史の中で、生物がいつ、
どの様にして誕生したのかは未だに解明されてい
ない謎です。原始の海中で有機化合物、アミノ酸、
核酸が生成されたとか、地下で発生して海に出て
適応放散したとか、宇宙から有機化合物がやって
来た等々諸説があります。大まかに言えば約 38
億年前に有機分子が集合して、外界との境界を形
成し、代謝機能、自己複製機能を獲得して単細胞

生物が出現、それらが永い時間をかけて融合、集
合して多細胞生物となり、地球の環境の激変に堪
えて進化、巨大化して現在の人間や地球上の多種
多様な生物になったということでしょう。文献１）
には、いつどのようにして生物が誕生したのかだ
けでは無く、「なぜ生まれたのか？なぜ進化する
のか？」についても言及されています。難しい理
論はよく解りませんが、46 億年前の誕生以来、
地球はずっと熱を放出し続けており、それに伴っ
て地球上の原子、分子はより複雑化、巨大化して
いかないと物理学上の辻褄が合わないとのことだ
そうです。それで全てが説明できるのか、学界中
でコンセンサスが得られているのかは不明です
が、地球上の生物の誕生も進化も、宇宙の原理、
物理的理論の一部であるということに私は「なる
ほど！」と感心させられました。
　そしていつも思うのは、地球誕生から 46 億年、
生物誕生から 38億年、生物が脳を持つようになっ
て 5 億年、人類の祖先が誕生して 800 万年、直
接の祖先であるホモ・サピエンスが誕生して僅か
20 万年です。人類の有史以降はたったの数千年
しか無く、急激な文明の進歩が見られた産業革命
からは 230 年くらいでしょうか。人類の歴史は
地球上の生物史の中で、ほんの一瞬の煌めきなの
です。我々は「もうすぐ人類の叡知は地球、宇宙
のすべてを解明し、制御出来るであろう」などと
過信しがちですが、我々人類も地球上の壮大な、
悠久の原子や分子の流れ、営みの一部に過ぎない
のかも知れません。科学の発達やインターネット、
AI の発明も、地球が熱を放出し続けていること
の当然の帰結かも知れません。人類は决して驕る
ことなく、宇宙は勿論、地球に対しても謙虚さを
忘れてはいけないのだろうと思います。
　ところで中学の理科の授業で見たあの茶色い物
体は一体何だったのでしょうね？

その 5、生物、（せいぶつ）

病院長　笠　伸年

参考文献
１）生命誕生　地球史から読み解く新しい生命像　　　中沢　弘基　講談社現代新書
２）地球外生命は存在する！　宇宙と生命誕生の謎　    縣　　秀彦　幻冬舎新書
３）新版動的平衡　生命はなぜそこに宿るのか　　　　福岡　伸一　小学館新書

①おひとり様率高♪ 女性でもOK （団体様用の個室空間もあり）
②財布に優しい（*^_^*）
③とにかく居心地いい～

　教えたい、でも秘密にしたい！そんなお店を今日は
こっそり（笑）教えちゃいます！
　みんなで飲むのも好きだけど、おひとり様も楽し
みたい、そんな私が足しげく通う店、それが、「茶
房とらや大吉」♡ 狭くほの暗い階段を上り 2F へ。
引き戸をあけると、おっとりママが優しく出迎えてく
れます。この、猫ちゃんエプロンをつけた、猫ちゃ
んみたいなママがすごいんです！私の暗黒面をただ
ただオアシスのように吸収してくれるのです～♪初
めて行ったときからそうでした（*^_^*）かまってほ
しい時はかまって、ほっといて欲しいときはほっとい
てくれる、まさに理想の母～♪
　そんなツチノコ的存在にもびっくりですが、料理

も絶品♪本日は大好きな新鮮刺身定食～♪♪（旬で
内容は変わります♪）今回は、かつおのタタキ♪食
べた瞬間甘い香りが広がります♪しめサバも最高で
すよ♪生ですか？と言わんばかりの新鮮さです（ ｕ^
＾）メインディッシュがくるまで、小鉢とお酒で 1 人
宴会始動♪財布に優しいので気にすることなく注文
できますが、食やお酒に頼らなくても優しいママと
の会話で、ストレスフリーになれちゃうのです！！
　入る時にはほの暗かった階段が、帰る頃には、あ
ら不思議！広く・明るくなっているではありませんか
♪そんな不思議体験もできる魅惑のお店～お仕事
帰りにぜひどうぞ♪

（文責：みぃ）

茶房とらや大吉お店

十善会病院から思案橋方面へ徒歩5分
（十善会病院と福砂屋の中間あたり「とらや」の看板が目印）

場所

1,000円の定食（3種の小鉢・生ビールつき）
＋500円の餃子(辛くて最高)
＋300円のチーズ盛り合わせ＋焼酎１杯

料理

ココ
ポイント 
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には、いつどのようにして生物が誕生したのかだ
けでは無く、「なぜ生まれたのか？なぜ進化する
のか？」についても言及されています。難しい理
論はよく解りませんが、46 億年前の誕生以来、
地球はずっと熱を放出し続けており、それに伴っ
て地球上の原子、分子はより複雑化、巨大化して
いかないと物理学上の辻褄が合わないとのことだ
そうです。それで全てが説明できるのか、学界中
でコンセンサスが得られているのかは不明です
が、地球上の生物の誕生も進化も、宇宙の原理、
物理的理論の一部であるということに私は「なる
ほど！」と感心させられました。
　そしていつも思うのは、地球誕生から 46 億年、
生物誕生から 38億年、生物が脳を持つようになっ
て 5 億年、人類の祖先が誕生して 800 万年、直
接の祖先であるホモ・サピエンスが誕生して僅か
20 万年です。人類の有史以降はたったの数千年
しか無く、急激な文明の進歩が見られた産業革命
からは 230 年くらいでしょうか。人類の歴史は
地球上の生物史の中で、ほんの一瞬の煌めきなの
です。我々は「もうすぐ人類の叡知は地球、宇宙
のすべてを解明し、制御出来るであろう」などと
過信しがちですが、我々人類も地球上の壮大な、
悠久の原子や分子の流れ、営みの一部に過ぎない
のかも知れません。科学の発達やインターネット、
AI の発明も、地球が熱を放出し続けていること
の当然の帰結かも知れません。人類は决して驕る
ことなく、宇宙は勿論、地球に対しても謙虚さを
忘れてはいけないのだろうと思います。
　ところで中学の理科の授業で見たあの茶色い物
体は一体何だったのでしょうね？

その 5、生物、（せいぶつ）

病院長　笠　伸年

参考文献
１）生命誕生　地球史から読み解く新しい生命像　　　中沢　弘基　講談社現代新書
２）地球外生命は存在する！　宇宙と生命誕生の謎　    縣　　秀彦　幻冬舎新書
３）新版動的平衡　生命はなぜそこに宿るのか　　　　福岡　伸一　小学館新書

①おひとり様率高♪ 女性でもOK （団体様用の個室空間もあり）
②財布に優しい（*^_^*）
③とにかく居心地いい～

　教えたい、でも秘密にしたい！そんなお店を今日は
こっそり（笑）教えちゃいます！
　みんなで飲むのも好きだけど、おひとり様も楽し
みたい、そんな私が足しげく通う店、それが、「茶
房とらや大吉」♡ 狭くほの暗い階段を上り 2F へ。
引き戸をあけると、おっとりママが優しく出迎えてく
れます。この、猫ちゃんエプロンをつけた、猫ちゃ
んみたいなママがすごいんです！私の暗黒面をただ
ただオアシスのように吸収してくれるのです～♪初
めて行ったときからそうでした（*^_^*）かまってほ
しい時はかまって、ほっといて欲しいときはほっとい
てくれる、まさに理想の母～♪
　そんなツチノコ的存在にもびっくりですが、料理

も絶品♪本日は大好きな新鮮刺身定食～♪♪（旬で
内容は変わります♪）今回は、かつおのタタキ♪食
べた瞬間甘い香りが広がります♪しめサバも最高で
すよ♪生ですか？と言わんばかりの新鮮さです（ ｕ^
＾）メインディッシュがくるまで、小鉢とお酒で 1 人
宴会始動♪財布に優しいので気にすることなく注文
できますが、食やお酒に頼らなくても優しいママと
の会話で、ストレスフリーになれちゃうのです！！
　入る時にはほの暗かった階段が、帰る頃には、あ
ら不思議！広く・明るくなっているではありませんか
♪そんな不思議体験もできる魅惑のお店～お仕事
帰りにぜひどうぞ♪

（文責：みぃ）

茶房とらや大吉お店

十善会病院から思案橋方面へ徒歩5分
（十善会病院と福砂屋の中間あたり「とらや」の看板が目印）

場所

1,000円の定食（3種の小鉢・生ビールつき）
＋500円の餃子(辛くて最高)
＋300円のチーズ盛り合わせ＋焼酎１杯

料理

ココ
ポイント 



※ 整形外科・形成外科・泌尿器科・婦人科は学会出席などに
　 より臨時に休診させていただく場合があります。
    ご受診をご希望の場合は、誠に恐れ入りますが、お電話で
    ご確認いただきますようお願いいたします。

診
療
受
付

８:３０～１１:３０
８:３０～１１:００
お休みさせて頂きます

平 日
土 曜 日
日曜･祝日

外来診療科別担当医表

●無料駐車場はございません。
誠に恐れ入りますが、悪しからずご了承ください。

●十善会病院患者様専用駐車場（有料・時間制）が満車
の場合は、お近くの駐車場をご利用いただきますよう
お願いいたします。
専用駐車場にお止の際は、思案橋方面からの一方通行
となりますで、ご利用の際はご注意ください。

●指定駐車場
　唐人屋敷パーキング、新観光パーキング
　※専用駐車場又は指定駐車場をご利用いただきますと当
日受診された外来患者様に限り、１時間無料券を発行
しております。

十善会
病院

P
P

P P
P

P P

P
在宅総合支援センター 唐人屋敷

パーキング

湊公園

イオン長崎店

←至 思案橋・銅座

←至 浜町

至 石橋→至 出島↓

←至 浜町

ホテル
JALシティ

新観光
パーキング

患者様
専用駐車場

十
八
銀
行

Ａ
Ｔ
Ｍ

健康管理センター
ス
カ
イ
ビ
ル

ワシントンホテル
新地中華街

広
馬
場
商
店
街

セブンイレブン

十八銀行本店 NTT

社会福祉法人 十善会 十善会病院　〒850-0905 長崎市籠町 7 番 18 号
Tel:095-821-1214  Fax:095-824-4315  HP;http://www.juzenkai-hospital.or.jp/

築町電停

救急受付 24 時間・年中無休

月

喜多 由子
( 一般内科 )

1.2.5W 　中尾 英太郎
　3.4W

～ 10:30　 神田 宗武
　 10:30 ～中尾 英太郎

1.3.5W 古井 純一郎
　2.4W 円城寺 貴浩

馬渡 文弘
( 消化器 )

松木　 啓
( 呼吸器 )

近藤 加代子

杉山　 望

近藤 加代子

杉山　 望

近藤 加代子

虎島 泰洋

大学医師近藤 加代子 近藤 加代子

杉山　 望

諸藤 陽一
笠　 伸年
小川 繁晴

氏福 健太
清水　 正
小川 繁晴

野俣 浩一郎

笠　 伸年

松尾　学

清水　 正

小川 繁晴

安中 正和

小川 繁晴

谷口 忠臣 谷口 忠臣 谷口 忠臣 谷口 忠臣 谷口 忠臣 谷口 忠臣
（第４週のみ）

笠　 伸年

小川 繁晴

新
再

AM
PM

AM

PM

AM
PM

麻生 憲史
( 呼吸器 )

馬渡 文弘
( 消化器 )

麻生 憲史
( 呼吸器 )

福田 祥子

深堀 愛子
( 消化器 )

大学医師
( 糖尿病 )

深堀 愛子
( 消化器 )

神田 宗武
( 循環器 )

大学医師
( 内分泌 )

大学医師
( 消化器 )

大学医師
(神経内科)

松木　 啓 伊藤 博之 喜多 由子 有馬 哲彦

伊藤 博之
( 呼吸器）

伊藤 博之 ( 呼吸器） 糖尿病教室 （場所：内科外来）水曜日 13:30 ～ 14:30 

二 診

三 診

四 診

整形外科

形成外科

外  　科

内 視 鏡

エ  コ  ー

泌尿器科

婦 人 科

脳神経外科

火 水 木 金 土

一 診
( 新患 )

内

　
　
　
　
　科

土橋 佳子
( 呼吸器 )

土橋 佳子
( 呼吸器 )

神田 宗武
( 循環器 )

隔週
交代

2W

AM
PM

杉山 正泰
志田 崇之

深堀 愛子
大学医師
深堀 愛子
神田 宗武 神田 宗武

深堀 愛子　喜多 由子
福田 祥子

馬渡 文弘
松木　 啓

第２週
第４週

馬渡 文弘　喜多 由子
大学医師

深堀 愛子　福田 祥子
有馬 哲彦

放
射
線
科

磨田 勝範

磨田 勝範

大学医師

磨田 勝範

喜多 由子

磨田 勝範

福田 祥子

磨田 勝範 磨田 勝範

AM
透視検査

PM
血管撮影

楠本 美奈子 楠本 美奈子 髙橋 明美健康管理
センター

杉山 正泰
辻本 　律

杉山 正泰 小関 弘展
杉山 正泰

向井 順哉
辻本　 律

杉山　望 杉山　望 杉山　望
（第2・4週）

毎週交代
辻本 律 (1W以外 )

杉山　 望


