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当院の理念（Principle）
　いのちの尊さを自覚し、病む人の身になって、安心で質の高い
　医療を行います。
病院機能評価の認定
　当院は日本医療機能評価機構（Ver.6.0）の認定を受けております。
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私たちは、患者様が安心して医療を受けられるように、患者さまの権利を尊重します。
１． 良質の医療を受ける権利があります。
２． 選択の自由の権利があります。
３． 自己決定する権利があります。
４． いかなる状態であっても人格的に応接され、その生を全うする権利があります。
５． 情報を得る権利があります。
６． 個人情報の機密が保護される権利があります。
７． 尊厳を得る権利があります。

　患者さまも、当院職員とより良い信頼関係を築き、安全で満足のいく医療を受けて頂き
ますために、以下の点をお守り下さい。
　１． 身体的、精神的状態や変化など診療に必要な情報を正確に伝えてください。
　２． 診療上の指示には従ってください。
　３． 大声を出したり、暴力を振るうなど他の人に迷惑になることはしないでください。
　４． 酒類の持ち込みと飲酒の禁止及び敷地内の禁煙は守ってください。
　５． その他、病院の規則を遵守してください。
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　日本の最新のがん統計で、肺がんの罹患（肺が

んになる）数（2008年）は男性が２位、女性が４

位、死亡数（2011年）は男性が１位、女性が２位

となっています。

　肺がんにならない、また、肺がんで亡くならな

い、ためにどのようにすればよいのでしょうか？

　肺がんになりにくくするためには、肺がんにな

る危険因子を減らすことが必要です。皆様ご存知

のように喫煙が肺がん発生の主な危険因子であ

り、日本人を対象とした研究（2008年）では、喫

煙者の肺がんリスクは男性で4.8倍、女性で3.9倍

という結果でした。ただ喫煙者全員が肺がんにな

るかといえばそうではなく、喫煙が肺がんの発生

原因といえるのは、男性では69%、女性では20%

程度と推計されています。しかし、非喫煙者でも

肺がんを発症する場合があり、原因の一つとして

受動喫煙があり、受動喫煙がない者に比べて肺が

ん発症が20 ～ 30％程度高くなると推計されてい

ます。

　やはり、環境要因（大気汚染など）も原因とな

りますが、喫煙が肺がん発症の重要な危険因子で

あり、周りにも受動喫煙といった形で影響を及ぼ

します。禁煙を心がけ、少しでも肺がんの発生を

少なくすることが必要です。

呼吸器外科　樽　川　智　人
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　ただ、十分な予防を心がけても肺がんに罹患し

てしまう場合があります。肺がんの一般的な症状

として、咳、痰、胸痛、喘鳴、息切れ、嗄声等が

ありますが、必ずしも症状が出るわけではありま

せん。症状が無い場合でも、喫煙歴がある、家族

にがんの既往がある等あれば、定期的な健診を行

うなど早期発見を心がけてください。

−肺がんの治療−

　肺がんの治療は、手術療法、化学療法（抗がん

剤）、放射線療法が主な治療方法です。がんが肺

に限局している場合と、がんが肺とは離れた部位

にある場合（遠隔転移）では治療方法が異なりま

す。肺に限局している場合には、手術もしくは放

射線照射が行われ、遠隔転移している場合には、

化学療法（抗がん剤）が主な治療方法となります。

これらの治療は我々呼吸器外科のみでは行えず、

呼吸器科医、放射線科医、病理診断医と協力し行っ

ております。

−手術療法の実際−

　図に示すように、右肺が上葉、中葉、下葉の３

葉に分かれ、左肺は上葉、下葉の２葉に分かれま

す。現在の肺がん手術は、がんができた葉を切除

（肺葉切除）し、がん細胞の通り道であるリンパ

節を切除（廓清）するのが標準となっています。

肺を切除するためのアプローチとして開胸と胸腔

鏡があり、開胸とは文字通り胸を開くことで、肋

骨を１本切断し胸を開きます。胸腔鏡とは胸の中

（胸腔）を観察するためのカメラで、肋骨を切断

することなく小さな傷（３～４か所の小さな傷）

で手術を行うことが可能です。がんが小さな段階

で発見されれば、大きな傷を開けることなく、小

さな傷だけで肺がんの標準術式である肺葉切除と

リンパ節廓清が可能となります。ただ、肺がんの

標準治療は肺葉切除ですが、呼吸機能が悪く、肺

の切除量が大きいと術後に呼吸機能の低下を来

し、呼吸苦が出現する場合もあります。その場合

には、区域切除や部分切除といったがんと肺の一

部分を切除し、肺機能を温存する手術を行います。

現時点で、これらの術式は標準術式ではありませ

んが、ある条件の肺がん（腫瘍が小さく、がんの

周囲への広がりが少ないとされるがん）では区域

切除や部分切除が標準術式と同等の治療効果が得

られる可能性があるとされています。

　がんが小さく、リンパ節転移の無い段階での肺

がんの治療成績は、がんが大きく、リンパ節転移

や遠隔転移がある場合に比べ良好です。

　がんが小さい時に手術が行えれば、傷が小さく、

また、肺の切除量も少なくすることが可能となり、

さらに、体への負担が少なく、長期の生存が可能

となりますので、喫煙などの肺がんのリスクを減

らし、検診などで早期発見に努め、少しでも異常

があれば当院を受診してください。
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　日焼け止め薬に記載されているPA（＋～＋＋

＋＋）やSPFが何を表しているかご存じですか？

　太陽の光線の一種である紫外線はその波長の長

さによって「A波（UVA）」「B波（UVB）」「C波

（UVC）」に分けられます。C波「UVC」はオゾ

ン層に阻まれるので、紫外線のうち地上に届くの

は、「UVA」と「UVB」という2種類です。

　PAとは紫外線のうち地上に届くA波「UVA」

を防止する効果の強さを表しており、＋が多いほ

うが日焼け止めの効果が高いことを示していま

す。

　次に、SPFはもう一つの紫外線であるB波

「UVB」から肌をどの位防止できるかの目安を表

していて、紫外線を浴びた際に現れる日焼けの症

状がでてくるまでの時間を何倍に長く出来るかを

表しています。つまり、SPF20の日焼け止め薬を

使用した場合、日焼けの症状が現れる時間を20倍

に延ばすことが出来ます。例えば、紫外線を浴び

て30分で赤い斑点が出てくる人が、SPF20の日焼

け止め薬を使用すると、約10時間（30分×20＝

600分）程度、日焼けの症状が現れてくる時間を

延ばすことが出来ます。

　PAやSPFの数値が高いとA波「UVA」、B波

「UVB」共に強く防止するので、日焼け止め効果

も高いといえます。しかし、肌への負担もかかり

ます。日焼け止め薬には、紫外線吸収剤と紫外線

散乱剤の２種類の成分が含まれているからです。

紫外線散乱剤として、酸化チタンや酸化亜鉛など

が含まれますが、紫外線を浴びることで肌に有害

な活性酸素を発生させる事もまれにあるようで

す。紫外線吸収剤には、ベンゾフェノン誘導体や

トリアジン誘導体などがありますが、肌の上で化

学変化を起こす為、炎症を起こす事もあります。

また、一部の成分でアレルギーが報告されている

為、肌荒れが起きた場合などは同成分含有の日焼

け止め薬の使用には注意が必要です。紫外線対策

になる日焼け止め薬ですが、日焼け止めの効果が

高いからといって沢山の日焼け止め薬を塗ればい

いわけではありません。

　可能であれば、外出時間や場所によってSPF・

PAを使い分けて下さい。目安としては、日常の

家事で洗濯物を干したり、近所へのお買い物なら

SPF15 ～ 20、PA＋＋くらいの日焼け止め薬を使

うと良いでしょう。長時間の外出、海や山、紫外

線を直接浴びる場所に行くのであれば、SPF30以

上の日焼け止め薬をお勧めします。

　また、日焼け止め薬は衣服にすれたり汗で流れ

たりするので、数時間ごとに塗りなおす必要性が

あります。最適な日焼け止め薬を使用して暑い夏

を乗り切って下さい。

〈薬の話〉〈薬の話〉

日焼け止め 薬日焼け止め 薬日焼け止め 薬

薬剤科　佐　子　詠　美



4

　当、三重中央医療センターは、津地区における

２次救急の輪番病院の一つとして、救急医療体制

の充実に力を入れ、当番日は救急依頼を断らない

と言うことをモットーに努力しています。そして、

救急受け入れをスムーズにする重要な部署が、私

たち西３病棟です。西３病棟スタッフは、救急外

来の勤務を兼務しており、救急車からの患者様の

受け入れ・検査・処置・診察の介助、入院という

一連の過程を担当します。

　救急病棟というと、いろんなドラマの場面を思

い出しイメージされる方も多いと思います。例え

ば、血まみれの救急患者が次々と運ばれてくる

シーン・美しい看護師、イケメン医師が颯爽と働

くシーン？しかしそれは、ドラマ・・・あれほど

ハードではありませんが、救急患者の受け入れは

緊迫した空気があり、当病院のイケメン医師とも

に、美しい看護師・イケメン看護師たちも日々奮

闘しております。

　そこで、当病棟では、正確・迅速・あたたかい

救急看護の提供というスローガンのもと、各看護

師が研修会・学習会に参加し、救急の知識・技術

の向上に、励んでいます。また、救急で運ばれた

患者様・ご家族の不安・緊張は大きいため、あた

たかい看護の提供により、少しでも、不安を軽減

したいと考えています。救急場面において患者

様・ご家族に対しての丁寧な説明を心がけ、話し

かけていただきやすいような態度を心がけていま

す。しかし救急では、処置優先となりご家族をお

待たせする状況も少なくありません。心配しなが

ら待っていただいているご家族にとって、つらく

長い時間だろうなと思いながらも、どうしようも

できない。そんなジレンマを感じる事が多くあり

ました。

　そんな気持ちから始まったのが癒しボードで

す。病棟スタッフが交代で季節のことがらなどに

ついて写真を交え作成し、病棟入り口カウンター

とＩＣＵ待合室に設置しました。コルクボードに

掲示することで、癒し空間としてカフェの入り口

のような安らぎ空間を目指しました。ご家族が救

急入院となり、大変な時は癒しを感じる余裕も無

い状況であると推測しますが、少し落ち着いた後

ご家族から、「ほっとする掲示ですね。」「きれい

な写真ですね」といった言葉を頂き、ほんの一時

でも心のやすらぎにつながっていると感じていま

す。今春には、４人の新人看護師が当病棟のスタッ

フとして加わりました。この４月からいろいろ苦

労しながらも元気に着実に成長してきています。

これからも全スタッフで協力し、救急医療の充実

に向け今後も頑張っていきたいと思います。

看護の紹介看護の紹介看護の紹介

看

護
部より

西３病棟

西３病棟　看護師長　帖佐　須美子
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三重中央医療センター

8月19日㈪13：00～   15：008月19日㈪13：00～   15：00

 ～病院理念～
　　いのちの尊さを自覚し、病む人の身になって、
　　安心で質の高い医療を行います
 ～看護部理念～
　　患者様の思いを尊び、安心で 満足していただける
　　看護をめざします

 ～病院理念～
　　いのちの尊さを自覚し、病む人の身になって、
　　安心で質の高い医療を行います
 ～看護部理念～
　　患者様の思いを尊び、安心で 満足していただける
　　看護をめざします

WHO・ユニセフ認定「赤ちゃんにやさしい病院」（平成13年８月）

三重県総合周産期母子医療センターに指定（平成15年３月）

病院説明会病院説明会

場所：三重中央医療センター
12:30受付
（事前電話にて対応させて頂きます）
電話：０５９－２５９－１２１１

場所：三重中央医療センター
12:30受付
（事前電話にて対応させて頂きます）
電話：０５９－２５９－１２１１
看護部長室副看護部長　漆　畑　久　子看護部長室副看護部長　漆　畑　久　子
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　平成26年３月卒業見込みの方を対象に臨床の現場でどのようなケアが行われている
のか、病院がどのような雰囲気なのかを体験できます。
　また、先輩看護師の意見を聞くことでイメージがつき､今後の就職活動の決断する時
の一助になればと思っています。

応募資格：現在、看護学校・大学に在籍中の看護学生
研修場所　　　西2病棟 小児科・耳鼻咽喉科・眼科・皮膚科・放射線科
　　　　　　　西3病棟 救急・ＩＣＵ
　　　　　　　西5病棟 整形外科
　　　　　　　西6病棟 内科・消化器科

　　　　　　　東3病棟 循環器・心臓血管外科
　　　　　　　東4病棟 産科・婦人科・ＭＦＩＣＵ
　　　　　　　東5病棟 外科・泌尿器科
　　　　　　　東6病棟 脳神経外科・神経内科
　　　　　　　東7病棟 呼吸器科・呼吸器外科
　　　　　※ご希望の病棟で看護職場体験していただきます。申し込みの際
　　　　　『希望する研修場所』『体験したいこと』『連絡先』などお伝え下さい。

必用物品　　　ユニホーム、ナースシューズ（つま先の保護ができるもの）
　　　　　　　白い運動靴、白のソックスまたは肌色ストッキング  

研修時間 9：30～16：00
  9：30～ オリエンテーション
    研修部署にて看護業務体験
  12：00～ 昼休憩 
  13：00～ 研修部署にて看護業務体験
  15：30～ 質疑応答
  16：00 修了

連絡先　三重中央医療センター
　　　　０５９－２５９－１２１１
　　　　　看護部長室副看護部長　漆畑久子

インターンシップ研修のお知らせインターンシップ研修のお知らせ
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BFH（赤ちゃんにやさしい病院）
三重県内唯一の認定施設で、母乳育児を

応援しています。

総合周産期母子医療センター
安心して出産を迎えられるよう、24時間専任

のスタッフが担当しています。
マタニティヨガ
ゆっくり体を動かし、リラックスできるように、

心と体の準備をし、安産を目指しています。

プレママ外来
助産師が妊娠経過の正常な方の妊婦健診を行

い、保健指導や不安、悩みに対して相談を行

っています。

おっぱい外来
妊娠・出産・産後を通して、助産師が

母乳育児に関する相談を行っています。

育児サークル（あいあい）
当院で出産されたお母さんと赤ちゃんが

集まって楽しく話すことができる、お友

達作りの場を提供しています。 ローリスクバースセンター
助産師主導での出産のお手伝いをさせて

いただけるよう、準備中です。

助産師さん、大募集!!助産師さん、大募集!!助産師さん、大募集!!
三重中央医療センターで
一緒に働いてみませんか。
（いろいろ活動をしています。
　　　　ホームページもご覧ください。）

プレ

8 9
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　当院では、がん患者様及びそのご家族を対象に、

毎週月曜日と水曜日に「患者サロンクローバー」

を開所しております。その中で月１回、患者サロ

ン交流会を開催しており、交流会では毎回テーマ

を替えての勉強会の後、参加された患者様同士で

自由にご歓談頂く茶話会を行っております。今回

は４月に栄養管理室が担当した、調理と試食会を

取り入れた患者様参加型の交流会の様子について

ご紹介致します。

　勉強会のテーマは、「免疫力を高める食事～腸

内環境を整えてみよう～」と題して、はじめにス

ライドを使用しながら免疫力と腸の関係や、食生

活から腸内環境を改善するポイントについて説明

をし、その後、講義で紹介した食品を取り入れな

がらの調理を行いました。今回のレシピは、「電

子レンジで豆乳パスタ」と「炊飯器でチーズケー

キ」の２品です。レシピ名の通り、電子レンジと

炊飯器を使ったガスを一切使わない簡単な調理内

容のため、参加された患者様は、会話を楽しまれ

ながら調理をしていただきました。毎回レシピは

『どなたでも簡単に作れるもの』、『個々みなさん

の嗜好に沿うもの』として内容を検討しています。

調理と試食会を取り入れた形式をとってから２回

目であった今回は、前回ご参加いただいた方々か

ら“作ってみたい”という声があったものも参考

の上でレシピを決定しました。因みに、前回の交

流会終了後“チーズを使ったものを作ってみた

い‼”という声が多く寄せられましたので、今回

のレシピにチーズケーキを取り入れてみました。

栄養管理室より栄養管理室より栄養管理室より

患者サロン交流会患者サロン交流会患者サロン交流会

栄養管理室　佐　藤　友　香　
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看護学校からのお知らせ看護学校からのお知らせ

　　　＜内容＞
　　　　　学校説明・学校見学・ミニ講義・看護体験・在校生との座談会
　　　　　学生宿舎見学
　　　　　実習施設見学（三重中央医療センター）　
　　　　　個別相談会
＊全てのプログラムに参加される場合は、最終終了時刻は16時30分頃の予定です。

お申し込み方法
　右記に示した電話・FAX・E-mailにて
お申し込みください。FAX・E-mailには、
「オープンキャンパス参加」と明記して
ください。　　　　 ☞☞☞☞☞

　学生自治会主催の学校祭を開催します。
　今年のテーマは「Happiness　～たくさんの笑顔を咲かせよう～」です。学校紹介・
模擬店などを企画していますので、是非お越しください。

　　日時：平成25年10月26日（土）10:00～
　　場所：三重中央医療センター附属三重中央看護学校

今年も下記のとおり、オープンキャンパスを実施しますので、是非ご参加ください。

～～～～～ 第16回　学校祭の開催について ～～～～～

希望者のみ

電話　０５９－２５９－１１７７
FAX　０５９－２５９－１１７０
E-mail　miechuo@ztv.ne.jp

三重中央医療センター附属三重中央看護学校
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　豆乳パスタは、豆乳や味噌などベースとなる材

料を混ぜ合せた後、患者様自身でお好みの具材を

自由にトッピングしていただきました。今回は早

茹でタイプのマカロニを使用して、作り始めてか

らおよそ３分であっという間に出来上がり。みな

さん思い思いにトッピングをしていただいたた

め、出来上がりの彩りも様々でした。ご参加いた

だいた患者様からは、『皆様と楽しく作って、美

味しく頂けて元気がでました。』、『簡単に作れた

ので、是非家でも作ります。』等の非常に嬉しい

声を頂き、チーズケーキにおきましても大変好評

でした。

　短時間で美味しく手軽に作れるということか

ら、日頃から調理をされている方はもちろんのこ

と、料理を作る習慣がないという方や、自宅では

なかなか食欲が湧かず食事の内容が偏りがちとい

う方にも、楽しく参加して頂くことができました。

　今後も、より多くの患者様に喜んで頂けるよう、

患者様の声を取り入れながら、レシピをはじめ交

流会の内容を工夫していきたいと思います。

電子レンジでカップケーキ

（前回のレシピ）



看護学校からのお知らせ看護学校からのお知らせ

　　　＜内容＞
　　　　　学校説明・学校見学・ミニ講義・看護体験・在校生との座談会
　　　　　学生宿舎見学
　　　　　実習施設見学（三重中央医療センター）　
　　　　　個別相談会
＊全てのプログラムに参加される場合は、最終終了時刻は16時30分頃の予定です。

お申し込み方法
　右記に示した電話・FAX・E-mailにて
お申し込みください。FAX・E-mailには、
「オープンキャンパス参加」と明記して
ください。　　　　 ☞☞☞☞☞

　学生自治会主催の学校祭を開催します。
　今年のテーマは「Happiness　～たくさんの笑顔を咲かせよう～」です。学校紹介・
模擬店などを企画していますので、是非お越しください。

　　日時：平成25年10月26日（土）10:00～
　　場所：三重中央医療センター附属三重中央看護学校

今年も下記のとおり、オープンキャンパスを実施しますので、是非ご参加ください。

～～～～～ 第16回　学校祭の開催について ～～～～～

希望者のみ

電話　０５９－２５９－１１７７
FAX　０５９－２５９－１１７０
E-mail　miechuo@ztv.ne.jp

三重中央医療センター附属三重中央看護学校
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●●● 三重中央医療センター連携医療機関紹介 ●●●●●●

にしかわ小児科

　当院は前身の紀平病院（1948 年開設）を含めて、
開設以来 65 年になる産婦人科です。主にリスクの低
いお産を扱っておりますが、それでも妊娠・出産は母

児にとって決して安全なものではありません。不測の
事態に対応していただける高次病院との連携がなけれ
ば存在できませんので、三重中央医療センターの皆様
にはいつもお世話になり感謝しております。出産や新
生児を扱う医師不足の中、今後とも良好な関係を築い
ていきたいと思います。

　西川小児科医院は昭和49年に父　満により、現在地に開
院し、長年小児科医として地域医療に携わってきました。
　私は東京医科大学病院で新生児医療に携わり、その後、
特に小児のアレルギーと感染症に力をいれて診療に取り組
んできました。
　日本小児科学会の小児科専門医認定を受け、平成19年院
長を引き継ぎ、平成22年10月に新しく「にしかわ小児科」
として新築オープンいたしました。自己の自然治癒力に着
目し、効果的な治療を心がけることを基本理念に、安心安
全な医療を目指しております。
　当院は、予防接種と一般外来の玄関口を完全に別に設け、

乳児専用待合室を用意、また乳幼児健診の時間を診察時間
以外に限定している等、院内感染予防に努めております。
　待ち時間をできるだけ少なくするために、「電話予約シ
ステム」及び「インターネット予約」を導入しており好評
をいただいております。納得した治療をうけていただくた
めに、適切な検査と充分な説明を心がけ診療にあたってい
ます。そして、「アフターフォローもしっかりと」もポリシー
のひとつです。

セントローズクリニック ホームページアドレス：http://www.st-rose.jp

ホームページアドレス：http://niskid.jp/

診療時間 月 火 水 木 金 土 日
午前９：00～ 12：00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ／
午後３：00 ～６：30 ○ ○ ○ ／ ○ ○ ／

住　　所：〒514-0042　津市新町1－5－16
電話番号：059－221－5555　FAX：059－221－5666
休　　診：日曜・祝日・木曜午後
診 療 科：産婦人科
病 床 数：19床
医 師 名：院　長　紀平正道（産婦人科）
　　　　　副院長　紀平正幸（産婦人科）
　　　　　　　　　紀平ひとみ（小児科）

診療時間 月 火 水 木 金 土 日
９：00 ～ 12：00 ▲ ◎ ◎ ◎ ◎ ▲ ／
14：00 ～ 15：00 ／ ☆ ☆ ／ ☆ ☆ ／
15：00 ～ 18：30 ◎ ◎ ◎ ／ ◎ △ ／
▲：8：30 ～ 12：00　△：15：00 ～ 17：00　☆：乳幼児健診、予防接種

診療科目：小児科、予防接種、乳幼児健診
住　　所：〒514-1118　津市久居新町612-5
電話番号：059－256－3500　FAX：059－256－5553
院　　長：西川　康
休 診 日：木曜午後、日曜、祭日
予約電話：059－254－0550
ネット予約：http://www.niskid.com/
予防接種：毎日（要予約）
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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

は ぎ の 医 院

　はぎの医院は、平成７年２月４日に開業しました内科医院
です。
　その年は、阪神大震災のあった年で薬の調達に難儀したこ
とを今でもはっきりと覚えています。幼い頃から医師になる
ことを夢見てきた私も、今年で62歳となりました。
　「この地域の医療環境が整い、人々が安心して生活できる
ようになればそれが町の発展につながる」と考えております。
　これからも、周辺の医療機関を含め三重中央医療センター
との病診連携を積極的に行ってまいりたいと思っています。
　今後も地域の皆様に愛される診療所づくりと安心して生活

ができる地域の医療環境づくりを考え、日々
努力を継続していきたいと思っております。

　

診療時間 月 火 水 木 金 土 日
９：00 ～ 12：00 ○ ○ ○ × ○ ○ ×
15：00 ～ 18：00 ○ ○ ○ × ○ ○ ×

院　　長：萩野　良久
住　　所：〒514-0815　津市藤方1912－3
電　　話：059－229－6699　FAX：059－229－6699
予約専用ダイヤル：059－222－6688（24時間予約可能） 

 

 

 

【公共交通機関】
近鉄線　川合高岡駅から徒歩 5分
J R 線　一志駅から徒歩 5分

三重中央医療センター  地域連携総合相談支援センター
TEL   059－259－1211

交  　通
アクセス お問合せ先

三重中央医療センター市民公開講座

あなたの肺は大丈夫ですか？あなたの肺は大丈夫ですか？
日時：平成25年８月24日（土）
　　　     14：00～16：00（開場、一般受付開始　13：00）

場所：農村環境改善改良センター（一志高岡公民館）
              〒515-2516　三重県津市一志町大字田尻605-2　電話059-293-5611

● 「突然死の危機！怖いいびきにご注意」　呼吸器科　井端英憲 医師
● 「『歳だから』では済まされない！ たばこによる肺の病気～COPD～」　呼吸器科　藤本　源 医師
● 「検診で肺がん疑いと言われたら」　呼吸器科　西井洋一 医師
● 「肺がんの手術療法　～早く見つけりゃ痛くない！～」　呼吸器外科　樽川智人 医師

講　演　会講　演　会

参加
無料
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診 療 科 名 等 月 火 水 木 金 備　　　　　考

初診内科

（初診・　　

　予約外）

１診 長谷川 【消】 大　本 【呼】 北　村 【循】 田中（剛） 【糖】 川　崎 【循】

２診 井　端 【呼】 中久木 【循】 竹　内 【消】 田中（淳） 【循】 後　藤 【糖】

３診 新谷（卓） 【循】 奥　田 藤　本 【呼】 渡　邉 【消】 亀　井 【消】

４診 中　谷 【循】 子　日 【消】 田　口 【消】 甲　斐 【リウ】 西　井 【呼】

10診 岡　野 【呼】

再診内科

（予約のみ）

呼吸器科 ４診 井端（午後再診）

循環器科 ５診 田　中（淳） 川　崎 新　谷（宇） 中久木 北　村

呼吸器科 ６診 藤　本 井　端 井　端 大　本 大　本

消化器科 ７診 子　日 亀　井 渡　邉 長谷川 竹　内

内科

８診 甲斐 【リウ】 新谷（卓） 【循】 後　藤 田　口 【消】 甲斐 【リウ】

９診 中久木 【循】 田　中（剛） 田　中（剛） 田　中（崇） 田　中（剛）

10診 後　藤 加　藤 【消】 西　井 【呼】

神経内科
１診 北　川 梶川（予約のみ） 北　川 梶　川 北川（予約のみ）

２診 吉　丸 北川（予約のみ） 梶　川 北　川 吉　丸

小児科

午前

１診 井　戸 NICUフォロー 井　戸 NICUフォロー 田　中

２診 NICUフォロー NICUフォロー 山川（予約） NICUフォロー

３診 山本（初） 山本初（予約） 井　戸

午後

１診 田中（予約） 乳児検診 NICUフォロー 予防接種

２診 NICUフォロー 2週間・1ヶ月検診 山川（予約） NICUフォロー

３診 NICUフォロー 山本初（予約） NICUフォロー （NICUフォロー）

外科
１診 横　井 谷　川 横　井 信　岡 谷　川

２診 草　深 武　内

整形外科＊

（予約・　　

　紹介のみ）

１診
リウマチ外来

小　川
小　川

リウマチ外来

小川（予約のみ）

＊初診及び再来初診の患者様は紹介状が必要です。
＊火、木曜日の診療は休診中です。

２診 田　中（雅）
＊淺　沼

（休診中）
田　中（雅）

＊淺　沼

（休診中）
長　倉

３診 長　倉 小　寺 小　寺

脳神経外科

１診 霜　坂 霜　坂 三　浦（洋） 種　村 石　田 ＊水曜日の２診は第１・３・５週は霜坂医師、第２・
４週は石田医師の担当となります。

２診 石　田
＊霜坂・石田

（予約のみ）
芝

霜　坂

（予約のみ）

３診 霜坂（予約のみ）

脊椎・脊髄外科 ＊水　野 ＊診療時間は10：00 〜 14：00までとなります。

呼吸器外科 安　達 樽　川 安　達

心臓血管外科 森　本 佐　藤 ペースメーカチェック 日　置

皮膚科＊（休診） 休　診 ＊当面の間、休診となります。

泌尿器科
１診 加　藤 ＊加藤（初診） 加　藤 加藤（初診） ＊水曜日の初診及び再来初診の受付時間は８：30〜

10：00までとなります。２診 岩本（初診） 岩　本 岩本（初診） 岩　本

産科・婦人科
午前

１診 前　田（眞） 前　川 前　田（眞） 澤　木 前　川

２診 澤　木 日　下 吉　村 吉　村 日　下

３診 前　田（佳） プレママ外来 西　岡
紀平・前田（佳）

プレママ外来
プレママ外来

午後 おっぱい外来（予約） おっぱい外来（予約） おっぱい外来（予約）

眼科＊（予約・紹介のみ） 久　瀬 ＊久　瀬 久　瀬 久　瀬

＊初診及び再来初診の患者様は紹介状が必要です。
＊水曜日の受付時間は８：30〜 10：30までとなり
ます。

耳鼻咽喉科

午前（初　　診） ＊伊　藤 ＊伊　藤 ＊初診の受付は水、木曜日となります。
＊水曜日の受付時間は８：30〜 10：00までとなり
ます。

午前（予約のみ） 伊　藤 伊　藤

午後（予約のみ） 中耳外来 中耳外来

放射線科（7ブロック） 奥　田 奥　田 奥　田 奥　田 奥　田

リハビリテーション科 淺　沼 田　中（雅） 淺　沼 小　川 淺　沼

歯科・歯科口腔外科 柳　瀨 柳　瀨 柳　瀨 柳　瀨 ＊柳　瀨 ＊金曜日は予約のみの診療。

看護外来（予約のみ） 看護外来 看護外来 糖尿病外来 ストーマ外来 フットケア外来

＊初診及び予約のない再診の方の受付時間は８：30〜 11：00までです。＊医師の人事異動・出張等により臨時に代診（休診）となる場合があります。

平成25年７月11日現在外 来 診 療 担 当 表




