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 2018年10月1日に徳島大学から徳島県鳴門病院に転勤し、2018年

12月より徳島県鳴門病院整形外科に新たに「脊椎脊髄センター」を立ち

上げました。同時に倫理審査委員会に骨バンクの開設を申請し、脊椎固定

術の際に骨癒合のために必要な十分量の同種骨移植の確保を行いました。

同種骨の骨バンクとは、人工骨頭置換術（大腿骨・上腕骨）や人工関節置

換術（股関節・膝関節）で切除した患者様自身には不要な余剰骨を採取、

処理、保存し、同種骨移植のドナーとして使用します。同種骨移植は、骨

欠損が大きな症例に有効であり、骨粗鬆症性脊椎圧迫骨折や透析性破壊性

骨関節症やOLIF手術などに主に使用しています。 

 「脊椎脊髄センター」では、徳島県内外の病院から紹介していただける

ように、そして多くの患者様に最先端の医療を提供できるように各脊椎疾

患において、日本整形外科学会のトップレベルを維持して手術を行ってい

ます。  

                ～開設１年を振り返り～～開設１年を振り返り～～開設１年を振り返り～～開設１年を振り返り～    

脊椎脊髄センター長 千川 隆志 

術式 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 

胸椎・腰椎後方徐圧術  ８０ １１７ １７３ 

脊椎固定術 
６１ ６１ １５１ 

 (OLIF ) 
(０) (２) (８) 

内視鏡下椎間板ヘルニア摘出術  ２９ ４４ ３１ 

頚椎椎弓形成術  ２６ ３５ ７０ 

その他  １１ １０ ２０ 

合計  ２０７ ２６７ ４７３ 

～３年間の脊椎手術実績～～３年間の脊椎手術実績～～３年間の脊椎手術実績～～３年間の脊椎手術実績～    

徳島県内外から多く 

紹介して頂いた結果、

2019年は1年間で、 

４７３件の手術を行い

ました。徳島県は勿論

四国地区の医療機関で

最多の症例数であると

自負しております。 

  

整形外科の医師は７名で、脊椎脊髄

センターと手の外科センター（セン

ター長：日比野直仁先生）の両セン

ターが2枚看板として徳島県内外の患

者様の治療にあたっており、今後も

頑張っていこうと考えています。  

単位（例） 
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－脊椎内視鏡手術－－脊椎内視鏡手術－－脊椎内視鏡手術－－脊椎内視鏡手術－    

 

 脊椎内視鏡手術は、MED (Microendoscopic Discec-

tomy)とFED（Full Endoscopic Discectomy：全内視

鏡手術）の2種類あります。 

 MEDは、全身麻酔科下に16mmの皮切で外径16mm

の内視鏡を設置して従来のヘルニア摘出術と同様に後方

から腰椎部分椎弓切除を行い、ヘルニアを摘出します。  

 FEDは、局所麻酔下8mmの皮切で、後外側（正中から

7～10cm）から細長い内視鏡を経椎間孔アプローチ

（Transforaminal approach）で腰椎椎間板ヘルニア

を摘出します。  

－脊椎変性後側弯症に対する矯正固定術－－脊椎変性後側弯症に対する矯正固定術－－脊椎変性後側弯症に対する矯正固定術－－脊椎変性後側弯症に対する矯正固定術－    

 

 後側弯変形の大きな脊椎立位バランスが不良で、立位・

歩行が制限されA D L動作に支障が生じたり、逆流性食道

炎の症状が出ると変形矯正手術の適応があり、３椎間O L I 

F ＋後方矯正固定術（第１２胸椎〜腸骨）を２期的に行い

ます。  

－骨粗鬆性脊椎圧迫骨折陳旧例に対する手術－－骨粗鬆性脊椎圧迫骨折陳旧例に対する手術－－骨粗鬆性脊椎圧迫骨折陳旧例に対する手術－－骨粗鬆性脊椎圧迫骨折陳旧例に対する手術－    

    

－透析性破壊性骨関節症に対する手術－ －透析性破壊性骨関節症に対する手術－ －透析性破壊性骨関節症に対する手術－ －透析性破壊性骨関節症に対する手術－     

 

 長期透析患者に発症する脊椎骨関節破壊性変化を有する

症例に、各種脊椎固定術・骨移植術を行います。 

脊椎脊髄センターで行っている手術脊椎脊髄センターで行っている手術脊椎脊髄センターで行っている手術脊椎脊髄センターで行っている手術    

    －－－－MIStMIStMIStMISt手術手術手術手術((((最小侵襲脊椎安定術最小侵襲脊椎安定術最小侵襲脊椎安定術最小侵襲脊椎安定術))))－－－－    

 

 MIStは、患部を大きく切開せずに、目標の骨にチタン

製のScrewやCageを挿入して固定する手技で、出血量の

減少や感染のリスクを軽減させ、入院日数も少なくなり

ます。MISt手術は、恩恵の多い手術ですが、適応症例が

限られます。  

『術式の種類』 

 ・MISｰPLIF     

 ・OLIF      

 ・BKP      

・BKP(経皮的バルーン椎体形成術) 

 脊椎圧迫骨折によって潰れてしまった椎体を、バルーン

を椎体の中で膨らませて、バルーンを抜いてできた空洞に

B K P専用の骨セメントを充填し、椎体を安定化させ痛み

を軽減する治療法です。B K Pの特長は、全身麻酔下に短

時間の手術時間（４０〜５０分）で１cmの小皮切で行え

る手術です。 

・脊椎後方除圧固定術(破裂骨折椎体の２above–2below) 

 脊椎圧迫骨折が骨癒合せず進行し、後壁損傷による神経

麻痺が生じた場合は、後方除圧固定術・骨移植術が必要に

なります。固定範囲は症例に応じて決定しますが、基本的

には破裂骨折椎体の２above – 2 belowの範囲で後方固

定しています。  

整形外科医長 

眞鍋 裕昭

まなべ ひろあき

 

【資格】 

 日本整形外科学会専門医 

 日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医 

 日本体育協会スポーツドクター 

 

【所属学会】 

 日本整形外科学会 

 日本脊椎脊髄病学会 

 日本低侵襲脊椎外科学会 

 日本腰痛学会 

 患者様のために誠心誠意、頑張ります。患者様のために誠心誠意、頑張ります。患者様のために誠心誠意、頑張ります。患者様のために誠心誠意、頑張ります。    

介 

医 師 紹 介 ♪ ♪ 
 

１

月

１

日
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れ
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最小侵襲腰椎後方椎体間固定術 

側方経路腰椎椎体間固定術 

経皮的バルーン椎体形成術  
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ベストスマイル賞  

 検査部 畑山 菜津美

はたやま なつみ

 

この度は、このような賞を頂き

身に余る思いです。患者様や、

より良い職場環境づくりのため

これからもより一層笑顔で仕事

に励みたいと思います。 

元気一番賞  

 医療安全管理室 久次米 清子

く じ め  き よ こ

 

元気一番賞  

 リハビリテーション部 森 和之

もり  かず ゆき

 

ムードメーカー賞  

 ３東病棟 國見國見國見國見    己佐子己佐子己佐子己佐子

く に みく に みく に みく に み     み さ こみ さ こみ さ こみ さ こ

 

『笑顔輝く職員』投票結果『笑顔輝く職員』投票結果『笑顔輝く職員』投票結果『笑顔輝く職員』投票結果    

１１月の１ヶ月間あいさつ運動を実施しました。笑顔が素敵だった職員や元気にあいさつが

できた職員に『ベストスマイル賞』『元気一番賞』『ムードメーカー賞』『思いやり賞』の

４部門で投票が行われ、仕事納め式にて表彰式を行いました。 

これからも、あいさつに笑顔とまごころを添えて、笑顔あふれる職場を目指します！これからも、あいさつに笑顔とまごころを添えて、笑顔あふれる職場を目指します！これからも、あいさつに笑顔とまごころを添えて、笑顔あふれる職場を目指します！これからも、あいさつに笑顔とまごころを添えて、笑顔あふれる職場を目指します！    

思いやり賞  

 検査部 幸浦 美代

こ う ら  み よ

 

患者様から「先生の声を聴くと

元気がでる」「頑張ろうかとい

う気になる」という声を頂き、

病気等によって、体力が低下し

元気が出ない患者様に少しでも

元気になって貰えるよう心掛け

ています。著名人も元気が一

番、元気があれば何でもできる

と言われています。さぁ元気を

出していきましょう。  

5

皆様お疲れ様です。研修医２年目の増田です。気

が付けば鳴門での研修医生活も残り数ヶ月となって

しまいました。今までの1年数ヶ月の生活を振り返

ると、本当に様々な経験をした毎日でした。   

2018年の4月、研修医となったばかりの頃は、

仕事内容や流れに慣れるのに精一杯でした。患者様

の病状を把握し、どのような検査・治療を行うかを

選択しそれを説明する、単純なように聞こえます

が、どう説明すれば分かりやすいか、どうすれば最

も患者様にメリットがあるかなどを考え抜かなけれ

ばなりません。またそれを行うためには、良好な関

係が必要であり、日々のコミュニケーションが欠か

せませんでした。コミュニケーションを通じ信頼関

係を築くうえで、疾患の知識はもちろん、その他の

知識も重要です。コミュニケーションや対応、説明

を行う度に自身の知識不足、実力不足が目に見えて

迫ってくることに、焦りを覚えました。そのような

状況で指導医の先生方、先輩・同期の研修医、ス

タッフの皆様の支えがあったからこそ乗り越え、成

長できたと感じます。 

 この2年間の研修を通して、多くのことを学ぶこ

とができました。学生の間は疾患ごとに学んでいま

したが、実際は疾患に加えて既往・背景が複雑に絡

み合っており、教育書にあるような一対一に対応が

できるという単純なものではないこと、ガイドライ

ンに沿うことは治療選択の上で重要ですが、最新の

データを知り自分の知見を広げることで、個々の患

者様に応じた選択肢の1つとして提示し、その患者

様にとって一番の幸福となるものを選択すること、

患者様を診るということは、患者様の疾患だけを診

るのではなく、その患者様の背景にあるものを含め

て診る大切さを考えさせてくれました。 

 4月からは徳島大学病院で勤務の予定です。どこ

かでお会いしたら気軽に声をかけてください。最後

にご指導下さった先生方、スタッフの皆様、そして

関わった患者様方にお礼申し上げます。ありがとう

ございました。  

  ２年次臨床研修医 増田 太利志 

研研研研修医のつぶやき☆☆ 



Page 4 

徳島県鳴門病院附属徳島県鳴門病院附属徳島県鳴門病院附属徳島県鳴門病院附属    

看護専門学校看護専門学校看護専門学校看護専門学校    

 
  
 

                        

                    第９期生第９期生第９期生第９期生    

            戴帽・点火式戴帽・点火式戴帽・点火式戴帽・点火式    

    

 令和元年11月14日（木）、徳島県鳴門病院附属看護専門学校

で、１年生の戴帽・点火式が行われ、第9期生40名が看護への道

のさらなる第一歩を踏み出しました。 

来賓、病院職員、上級生、保護者に見守られる中、一人ひとり

日野出看護局長よりナースキャップを戴き、看護師を志す想いや

決意を新たにしました。厳かな雰囲気に包まれる中、第9期生が

自らで考えた「誓いのことば」を全員で唱和しました。 

＊戴帽・点火式を迎えて＊ 

今日、戴帽・点火式を迎えることができ、光栄に

思います。想像をはるかに超えるテストの量と勉強

の大変さに圧倒される日々ですが、ここまでこられ

たのは応援してくれる人達のおかげです。ぶつかる

壁も多々あると思いますが、夢を叶えてしっかりと

恩返しが出来るように精進していきたいです。今こ

うして勉強が出来る事に感謝の気持ちを忘れず、一

日一日を大切に勉学・実習に取り組んでいきます。 

                                 伊月 あゆ 

 入学してから7ヶ月が経ち、今日、戴帽・点火

式を迎えることができました。これからさらに勉

強が難しくなると思うので、今まで以上に勉学に

励み、頑張っていきたいです。そして、患者様に

信頼していただけるような看護師を目指して日々

努力していきます。 

                                 三寳 彩佳 

第第第第９９９９期生期生期生期生    戴帽戴帽戴帽戴帽・・・・点火生誓点火生誓点火生誓点火生誓いのことばいのことばいのことばいのことば    

    

患者様患者様患者様患者様からからからから必要必要必要必要とされとされとされとされ、、、、親身親身親身親身にににに寄寄寄寄りりりり添添添添いいいい    

信頼信頼信頼信頼されるされるされるされる、、、、看護師看護師看護師看護師をををを目指目指目指目指しますしますしますします    

    

日々日々日々日々のののの学学学学びをびをびをびを大切大切大切大切にしにしにしにし、、、、正確正確正確正確なななな知識知識知識知識とととと    

技術技術技術技術をををを身身身身につけにつけにつけにつけ、、、、常常常常にににに冷静冷静冷静冷静なななな判断判断判断判断をしをしをしをし、、、、    

患者様患者様患者様患者様のののの安全安全安全安全でででで安楽安楽安楽安楽なななな生活生活生活生活をををを支援支援支援支援できるできるできるできる

ようようようよう努力努力努力努力しますしますしますします    

    

初心初心初心初心をををを忘忘忘忘れずれずれずれず向上心向上心向上心向上心をををを持持持持ちちちち続続続続けけけけ、、、、進歩進歩進歩進歩    

するするするする看護看護看護看護をををを担担担担うううう一員一員一員一員としてとしてとしてとして、、、、行動行動行動行動できるできるできるできる

ようなようなようなような感性感性感性感性をををを、、、、磨磨磨磨きききき続続続続けますけますけますけます    

    

支支支支えてくださるえてくださるえてくださるえてくださる方々方々方々方々へのへのへのへの感謝感謝感謝感謝をををを忘忘忘忘れずれずれずれず、、、、

看護学生看護学生看護学生看護学生としてのとしてのとしてのとしての誇誇誇誇りとりとりとりと責任責任責任責任をををを持持持持ちちちち、、、、    

看護看護看護看護へのへのへのへの道道道道をををを全全全全うしますうしますうしますうします    

    

仲間仲間仲間仲間とととと共共共共にににに支支支支えあいえあいえあいえあい、、、、諦諦諦諦めずめずめずめず、、、、夢夢夢夢にににに向向向向

かってかってかってかって進進進進んでいくことをここにんでいくことをここにんでいくことをここにんでいくことをここに誓誓誓誓いますいますいますいます    

 入学式を迎えてから7ヶ月が経ち、看護の知識や技術も少

しずつですが、身に付いてきたと思います。戴帽・点火式

を迎えるにあたり、嬉しい気持ちや感謝の気持ちでいっぱ

いです。この先、さらにつらい事や苦しい事が増えてくる

と思います。しかし、それを乗り越え得た学びを活かし、

最高の看護を提供できるようにしていきたいと思います。  

 また、勉学や演習に励むと共に、看護の精神も磨き高め

ていきたいです。 

                                           吉川 祥生 
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クリスマスコンサートを開催しました 

 Christmas Concert２０１９ 

       〜Program〜 

〇附属看護専門学校１年⽣ 

 ☆パプリカ ☆赤鼻のトナカイ 

〇院内保育所「おひさま」園児 

 ☆ジングルベル ☆おもちゃのチャチャチャ 

〇遠藤治郎さん、遠藤鮎美さん、河崎希美⼦さん 

 ☆ジングルベル ☆星に願いを ☆卒業写真 

 ☆いつでも夢を ☆りんごの歌 ☆レットイットゴー 

 12月20⽇(⾦)、⽞関ホールにてクリスマスコンサートを開催し、⼊院患者さんを中⼼にたくさんの⽅に
足を運んでいただきました。 

 始めに看護学⽣がダンスを交えつつ、素敵な合唱を披露してくれました。歌の途中、サンタクロースに
扮した学⽣が、会場内のお客さんにプレゼントを配り歩くパフォーマンスもあり、オープニングらしく会場を
大いに盛り上げてくれました。 

 続いて、院内保育所の園児たちが歌に合わせてかわいらしい踊りを⾒せてくれました。緊張しながらも
一⽣懸命に踊る姿に、観客からは自然と笑みがこぼれました。 

 最後にメインゲストであるカルチャー教室の講師をされている遠藤治郎さん、遠藤鮎美さん、河崎希
美⼦さんによるギター演奏と歌を披露していただきました。懐メロやディズニーなどの親しみのある曲に、
参加者は一緒に口ずさんだり、⼼地よい歌声に⼼が癒やされ、素敵な時間を過ごすことができました。 

 出演された皆様、ありがとうございました。来年もクリスマスコンサートを開催する予定ですので、歌や
演奏等のパフォーマンスをして下さる⽅を募集しています。ぜひ、総務課までご連絡下さい。 

栄養科だより 

～おせち料理のご紹介～ 

〈１月１日昼食の献立〉〈１月１日昼食の献立〉〈１月１日昼食の献立〉〈１月１日昼食の献立〉    

 〇赤飯 

 〇煮しめ 

  （高野豆腐、海老、くわい、 

       里芋、人参、昆布巻きなど） 

 〇酢の物 

 〇黒豆 

 〇清汁 

 〇練り切り（紅福寿） 

皆様にとってよい１年となりますように 

栄養科一同 



 

  病院の運営に当たり、県民が等しく質の高い医療を受けることができ、安心して暮らせる徳島の実現に向  

 けての包括的な連携体制 

 

  徳島県と当院を含む県内の１３医療機関 

   ・徳島県立病院（中央病院・三好病院・海部病院）・徳島大学病院・三好市国民健康保険市立三野病院 

   ・那賀町立上那賀病院・美波町国民健康保険美波病院・海陽町国民健康保険海南病院 

   ・つるぎ町立半田病院・徳島赤十字病院・JA徳島厚生連病院（吉野川医療センター・阿南医療センタ－） 

 

 （１）「地域医療の充実」及び「医療の質の向上」のための情報共有 

   と相互理解の促進を図ること 

 （２）「医療提供体制の発展」をめざした協調と協働を進めること 

 （３）医師をはじめとする「医療従事者の確保」に係る諸課題を検討 

   すること 
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私たちの 

今年の⼲⽀「⼦」⽣まれの皆様に 

年頭にあたり、抱負・決意を掲げて 

いただきました。 

入職して１年が過ぎようとしています。

今年は特に一日一日が濃厚で時間が過ぎ

るのが早いなと実感する１年でした。 

今年も目標は、より良い看護が提供でき

るように、より一層努力し、仕事もプラ

イベートも充実した１年を過ごせるよう

頑張ります。 

 

⻄⼭ 菜央 
Nao Nishiyama 

もうすぐ入職して１年が過ぎようとしています。今

に至るまで多くの先輩方に助けていただきました。

まだまだ、未熟なため、より努力をして、立派な看

護師になれるよう頑張りたいです。 

親子共々、年男・年女となる今年、気が

付けば当院での勤務も計１０数年になり

ます。 

ねずみのように小さな一歩ずつではあり

ますが、これからも地域の子供たちのた

めに日々、頑張りたいと思います。 

 

小川 由紀⼦ 
Yukiko Ogawa 

小児科部⻑ 

5⻄病棟看護師 

武市 陸 
Riku  Takeichi 

5⻄病棟看護師 

徳島医療コンソーシアム推進協定を締結しました！（令和２年１月２０日）徳島医療コンソーシアム推進協定を締結しました！（令和２年１月２０日）徳島医療コンソーシアム推進協定を締結しました！（令和２年１月２０日）徳島医療コンソーシアム推進協定を締結しました！（令和２年１月２０日） 

 

 

 

 

 



 

 

 編集・発⾏元  
 

 地⽅独⽴⾏政法⼈徳島県鳴門病院 
 病院広報委員会  編集⻑  漆川 敬治 

 〒772-8503  徳島県鳴門市撫養町⿊崎字小⾕３２ 
 ＴＥＬ 088-683-0011(代) ＦＡＸ 088-683-1860 

ホームページもご覧下さい ♪ 
  https://naruto-hsp.jp/ 
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鳴門病院 

    

単位（％） 

令和元年 
12月紹介患者件数 
 
156医療機関より    
534件ご紹介いただき
ました。 
ありがとうございました。 

診療科    
11月 12月 

紹介率 逆紹介率 紹介率 逆紹介率 

内科 79.7 176.8 77.9 172.7 

循環器内科 100.0 325.0 91.7 366.7 

小児科 76.5 23.5 38.1 14.3 

外科 0.0 800.0 100.0 271.4 

整形外科 89.9 67.4 87.3 100.0 

形成外科 81.8 18.2 89.5 21.1 

脳神経外科 66.7 154.5 42.9 164.3 

皮膚科 40.6 0.0 26.3 5.3 

泌尿器科 90.9 168.2 73.7 157.9 

産婦人科 57.1 34.7 54.9 51.0 

眼科 50.0 50.0 85.7 71.4 

⽿鼻咽喉科 50.0 250.0 50.0 100.0 

放射線科 100.0 158.3 100.0 130.0 

計 78.2 105.0 73.0 115.2 

【地域医療⽀援病院紹介率基準】 
①紹介率が80％を上回ること 
②紹介率が65％を上回り、かつ 
  逆紹介率が40％を上回ること 
③紹介率が50％を上回り、かつ 
  逆紹介率が70％を上回ること 

 「地域医療⽀援病院」の紹介率・逆紹介率    

    

 「再検証対象医療機関」からの「再検証対象医療機関」からの「再検証対象医療機関」からの「再検証対象医療機関」からの    

徳島県鳴門病院の”除外”について 徳島県鳴門病院の”除外”について 徳島県鳴門病院の”除外”について 徳島県鳴門病院の”除外”について      

    

    このたび、厚生労働省より、昨年９月２６日に公表された再編統合の必要性について特に議論が必要このたび、厚生労働省より、昨年９月２６日に公表された再編統合の必要性について特に議論が必要このたび、厚生労働省より、昨年９月２６日に公表された再編統合の必要性について特に議論が必要このたび、厚生労働省より、昨年９月２６日に公表された再編統合の必要性について特に議論が必要

な「全国４２４の公立・公的病院」について、改めて「データを精査」した結果、徳島県鳴門病院（以な「全国４２４の公立・公的病院」について、改めて「データを精査」した結果、徳島県鳴門病院（以な「全国４２４の公立・公的病院」について、改めて「データを精査」した結果、徳島県鳴門病院（以な「全国４２４の公立・公的病院」について、改めて「データを精査」した結果、徳島県鳴門病院（以

下「当院」という。）がその「対象から除外」される見込みであることが発表されました。下「当院」という。）がその「対象から除外」される見込みであることが発表されました。下「当院」という。）がその「対象から除外」される見込みであることが発表されました。下「当院」という。）がその「対象から除外」される見込みであることが発表されました。    

    昨年９月の病院名の公表につきましては、当院としても「寝耳に水」の突然のことであり、「再編・昨年９月の病院名の公表につきましては、当院としても「寝耳に水」の突然のことであり、「再編・昨年９月の病院名の公表につきましては、当院としても「寝耳に水」の突然のことであり、「再編・昨年９月の病院名の公表につきましては、当院としても「寝耳に水」の突然のことであり、「再編・

統合」という言葉が独り歩きをし、多くの皆様に「あらぬ誤解とご心配」をおかけしたところです。統合」という言葉が独り歩きをし、多くの皆様に「あらぬ誤解とご心配」をおかけしたところです。統合」という言葉が独り歩きをし、多くの皆様に「あらぬ誤解とご心配」をおかけしたところです。統合」という言葉が独り歩きをし、多くの皆様に「あらぬ誤解とご心配」をおかけしたところです。    

    このたびの発表は、徳島県北部はもとより、香川県東部や兵庫県淡路地域の政策医療をも担う「中核このたびの発表は、徳島県北部はもとより、香川県東部や兵庫県淡路地域の政策医療をも担う「中核このたびの発表は、徳島県北部はもとより、香川県東部や兵庫県淡路地域の政策医療をも担う「中核このたびの発表は、徳島県北部はもとより、香川県東部や兵庫県淡路地域の政策医療をも担う「中核

病院」として、当院が果たすべき役割の重要性が、改めて認識された結果であると考えております。病院」として、当院が果たすべき役割の重要性が、改めて認識された結果であると考えております。病院」として、当院が果たすべき役割の重要性が、改めて認識された結果であると考えております。病院」として、当院が果たすべき役割の重要性が、改めて認識された結果であると考えております。    

    当院としては、今後とも、徳島大学病院及び徳島県立中央病院を本部とする「総合メディカルゾー当院としては、今後とも、徳島大学病院及び徳島県立中央病院を本部とする「総合メディカルゾー当院としては、今後とも、徳島大学病院及び徳島県立中央病院を本部とする「総合メディカルゾー当院としては、今後とも、徳島大学病院及び徳島県立中央病院を本部とする「総合メディカルゾー

ン」の一翼を担う「徳島県北部の拠点病院」として、さらなる「病院機能の向上」と「持続可能な病院ン」の一翼を担う「徳島県北部の拠点病院」として、さらなる「病院機能の向上」と「持続可能な病院ン」の一翼を担う「徳島県北部の拠点病院」として、さらなる「病院機能の向上」と「持続可能な病院ン」の一翼を担う「徳島県北部の拠点病院」として、さらなる「病院機能の向上」と「持続可能な病院

運営」の両立に努めて参ります。運営」の両立に努めて参ります。運営」の両立に努めて参ります。運営」の両立に努めて参ります。    

    そして、地域の皆様に「より一層信頼され、期待され、愛される病院」となれるよう、設立団体であそして、地域の皆様に「より一層信頼され、期待され、愛される病院」となれるよう、設立団体であそして、地域の皆様に「より一層信頼され、期待され、愛される病院」となれるよう、設立団体であそして、地域の皆様に「より一層信頼され、期待され、愛される病院」となれるよう、設立団体であ

る「徳島県」と一体となって、医療提供体制の充実・強化に取り組んで参る所存ですので、引き続くごる「徳島県」と一体となって、医療提供体制の充実・強化に取り組んで参る所存ですので、引き続くごる「徳島県」と一体となって、医療提供体制の充実・強化に取り組んで参る所存ですので、引き続くごる「徳島県」と一体となって、医療提供体制の充実・強化に取り組んで参る所存ですので、引き続くご

理解とご協力を、どうぞよろしくお願いいたします。理解とご協力を、どうぞよろしくお願いいたします。理解とご協力を、どうぞよろしくお願いいたします。理解とご協力を、どうぞよろしくお願いいたします。    

    

令和２年１月１７日令和２年１月１７日令和２年１月１７日令和２年１月１７日    

    地方独立行政法人徳島県鳴門病院地方独立行政法人徳島県鳴門病院地方独立行政法人徳島県鳴門病院地方独立行政法人徳島県鳴門病院    病院長病院長病院長病院長 



外外外外    来来来来    診診診診    療療療療    案案案案    内内内内    
令和２年 １月２１日現在令和２年 １月２１日現在令和２年 １月２１日現在令和２年 １月２１日現在    

徳島県鳴門病院 予約センター 

TEL 088TEL 088TEL 088TEL 088----683683683683----1857185718571857    

予約センター受付時間(土･日･祝日･年末年始除く) 

８：３０８：３０８：３０８：３０    ～～～～    １６：３０１６：３０１６：３０１６：３０    

※担当医は変更となる場合がありますのでご了承ください※担当医は変更となる場合がありますのでご了承ください※担当医は変更となる場合がありますのでご了承ください※担当医は変更となる場合がありますのでご了承ください    

受付時間受付時間受付時間受付時間    

休  診  日休  診  日休  診  日休  診  日    

午前午前午前午前８:３０～11:３０ 

◆当院では全診療科で予約診療を行っております◆当院では全診療科で予約診療を行っております◆当院では全診療科で予約診療を行っております◆当院では全診療科で予約診療を行っております    

◆診療科によっては受付時間が異なります◆診療科によっては受付時間が異なります◆診療科によっては受付時間が異なります◆診療科によっては受付時間が異なります    

土･日･祝日及び年末年始土･日･祝日及び年末年始土･日･祝日及び年末年始土･日･祝日及び年末年始    
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診診診診    療療療療    科科科科    名 名 名 名     月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    備備備備            考考考考    

内内内内        科 科 科 科     

新患外来新患外来新患外来新患外来    田村田村田村田村    潮潮潮潮    長樂長樂長樂長樂    雅仁雅仁雅仁雅仁    藤中藤中藤中藤中    雄一雄一雄一雄一    山口山口山口山口    佑樹佑樹佑樹佑樹    宮城宮城宮城宮城    順子順子順子順子    

    

一一一一        診診診診    

（専門外来）（専門外来）（専門外来）（専門外来）    

中野中野中野中野    綾子綾子綾子綾子    

((((検診検診検診検診2222次次次次))))    

藤本藤本藤本藤本    浩史浩史浩史浩史    

(神経)(神経)(神経)(神経)    

中野中野中野中野    綾子綾子綾子綾子    

(血液)(血液)(血液)(血液)    

堀内堀内堀内堀内    宣昭宣昭宣昭宣昭    

(呼吸器)(呼吸器)(呼吸器)(呼吸器)    

武市武市武市武市    俊彰俊彰俊彰俊彰    

(血液)(血液)(血液)(血液)    

二二二二        診診診診    

(専門外来)(専門外来)(専門外来)(専門外来)    

日浅日浅日浅日浅    由紀子由紀子由紀子由紀子    

藤本藤本藤本藤本    大策大策大策大策    

((((消化器）消化器）消化器）消化器）    

宮城宮城宮城宮城    順子順子順子順子    

((((消化器）消化器）消化器）消化器）    

山下山下山下山下    雄也雄也雄也雄也    

((((膠原病膠原病膠原病膠原病))))    

山村山村山村山村    篤司郎篤司郎篤司郎篤司郎    

三三三三        診診診診    山上山上山上山上    紘規紘規紘規紘規    山口山口山口山口    佑樹   佑樹   佑樹   佑樹                       田村田村田村田村    潮潮潮潮    丸橋丸橋丸橋丸橋    朋子朋子朋子朋子    長樂長樂長樂長樂    雅仁雅仁雅仁雅仁    

四四四四        診診診診    

（糖尿病内分泌（糖尿病内分泌（糖尿病内分泌（糖尿病内分泌） ） ） ）     

藤中藤中藤中藤中    雄一 雄一 雄一 雄一     

藤中藤中藤中藤中    雄一雄一雄一雄一    

    藤中藤中藤中藤中    雄一 雄一 雄一 雄一     藤中藤中藤中藤中    雄一 雄一 雄一 雄一     

糖尿病透析予防外来糖尿病透析予防外来糖尿病透析予防外来糖尿病透析予防外来    

五五五五        診診診診    

（検診２次）（検診２次）（検診２次）（検診２次）    

    山村山村山村山村    篤司郎篤司郎篤司郎篤司郎    長樂長樂長樂長樂    雅仁雅仁雅仁雅仁            

循環器内科 循環器内科 循環器内科 循環器内科     

一一一一        診診診診    轟轟轟轟    貴史貴史貴史貴史    志村志村志村志村    拓哉拓哉拓哉拓哉    大学医師大学医師大学医師大学医師    轟轟轟轟    貴史貴史貴史貴史    山﨑山﨑山﨑山﨑    宙宙宙宙    

    水曜日水曜日水曜日水曜日    常勤医は心臓ｶﾃｰﾃﾙ検査治療常勤医は心臓ｶﾃｰﾃﾙ検査治療常勤医は心臓ｶﾃｰﾃﾙ検査治療常勤医は心臓ｶﾃｰﾃﾙ検査治療    

    水曜日水曜日水曜日水曜日    大学医師の診察は午前中のみ大学医師の診察は午前中のみ大学医師の診察は午前中のみ大学医師の診察は午前中のみ    
二二二二        診診診診                

［再診のみ］［再診のみ］［再診のみ］［再診のみ］    

志村志村志村志村    拓哉拓哉拓哉拓哉    山﨑山﨑山﨑山﨑    宙宙宙宙        ペースメーカー外来ペースメーカー外来ペースメーカー外来ペースメーカー外来    

心臓血管外科心臓血管外科心臓血管外科心臓血管外科    

第第第第2222････4444週 週 週 週     

小  児  科 小  児  科 小  児  科 小  児  科     

一一一一        診診診診    小川小川小川小川    由紀子由紀子由紀子由紀子    渡邊渡邊渡邊渡邊    典子典子典子典子    小川小川小川小川    由紀子由紀子由紀子由紀子    小川小川小川小川    由紀子由紀子由紀子由紀子    小川小川小川小川    由紀子由紀子由紀子由紀子    

    

    受付時間受付時間受付時間受付時間    

    

                乳児健診乳児健診乳児健診乳児健診((((火火火火))))    13:3013:3013:3013:30～～～～15:0015:0015:0015:00    

            アレルギー外来(火)アレルギー外来(火)アレルギー外来(火)アレルギー外来(火)    14:0014:0014:0014:00～～～～16:0016:0016:0016:00    

                            (新患･木(新患･木(新患･木(新患･木) ) ) )         9:009:009:009:00～～～～11:3011:3011:3011:30    

                                ((((木木木木))))    13:3013:3013:3013:30～～～～16:3016:3016:3016:30    

                予防接種(水)予防接種(水)予防接種(水)予防接種(水)    13:3013:3013:3013:30～～～～15:4515:4515:4515:45    

二二二二        診診診診    渡邊渡邊渡邊渡邊    典子典子典子典子        渡邊渡邊渡邊渡邊    典子典子典子典子    

アレルギー外来新患アレルギー外来新患アレルギー外来新患アレルギー外来新患    

（市岡（市岡（市岡（市岡    隆男）隆男）隆男）隆男）    

渡邊渡邊渡邊渡邊    典子典子典子典子    

午午午午        後後後後    

(特殊外来)(特殊外来)(特殊外来)(特殊外来)    

    

乳児健診乳児健診乳児健診乳児健診    

アレルギー外来アレルギー外来アレルギー外来アレルギー外来    

(市岡(市岡(市岡(市岡    隆男)隆男)隆男)隆男)    

予防接種予防接種予防接種予防接種    

    

アレルギー外来アレルギー外来アレルギー外来アレルギー外来    

(市岡(市岡(市岡(市岡    隆男)隆男)隆男)隆男)    

    

外外外外        科 科 科 科     

一一一一        診診診診    坂東坂東坂東坂東    儀昭儀昭儀昭儀昭    尾方尾方尾方尾方    信也信也信也信也    坂東坂東坂東坂東    儀昭儀昭儀昭儀昭    尾方尾方尾方尾方    信也信也信也信也    坂東坂東坂東坂東    儀昭儀昭儀昭儀昭    
    外来は午前中外来は午前中外来は午前中外来は午前中    

    毎日が手術予定日毎日が手術予定日毎日が手術予定日毎日が手術予定日    

二二二二        診診診診        松本松本松本松本    亮祐亮祐亮祐亮祐    松本松本松本松本    亮祐亮祐亮祐亮祐            

整形外科 整形外科 整形外科 整形外科     

一一一一        診診診診    

（初診）（初診）（初診）（初診）    

山﨑山﨑山﨑山﨑    悠平悠平悠平悠平    

千川千川千川千川    隆志隆志隆志隆志    

（脊椎脊髄）（脊椎脊髄）（脊椎脊髄）（脊椎脊髄）    

真鍋真鍋真鍋真鍋    裕昭裕昭裕昭裕昭    

（脊椎脊髄）（脊椎脊髄）（脊椎脊髄）（脊椎脊髄）    

高橋高橋高橋高橋    芳徳芳徳芳徳芳徳    百田百田百田百田    佳織佳織佳織佳織    

    

    

        

    邉見医師の診察は紹介患者のみ邉見医師の診察は紹介患者のみ邉見医師の診察は紹介患者のみ邉見医師の診察は紹介患者のみ    

    日比野医師の初診は紹介患者のみ日比野医師の初診は紹介患者のみ日比野医師の初診は紹介患者のみ日比野医師の初診は紹介患者のみ    

    千川医師の初診は紹介患者のみ千川医師の初診は紹介患者のみ千川医師の初診は紹介患者のみ千川医師の初診は紹介患者のみ    

二二二二        診診診診    

（再診）（再診）（再診）（再診）    

真鍋真鍋真鍋真鍋    裕昭裕昭裕昭裕昭    邉見邉見邉見邉見    達彦達彦達彦達彦    百田百田百田百田    佳織佳織佳織佳織    山﨑山﨑山﨑山﨑    悠平悠平悠平悠平    千川千川千川千川    隆志隆志隆志隆志    

三三三三        診診診診    

（手の外科）（手の外科）（手の外科）（手の外科）    

日比野日比野日比野日比野    直仁直仁直仁直仁    高橋高橋高橋高橋    芳徳芳徳芳徳芳徳    日比野日比野日比野日比野    直仁直仁直仁直仁        日比野日比野日比野日比野    直仁直仁直仁直仁    

午午午午        後後後後    検査･手術検査･手術検査･手術検査･手術    検査･手術検査･手術検査･手術検査･手術    検査･手術検査･手術検査･手術検査･手術    検査･手術検査･手術検査･手術検査･手術    検査･手術検査･手術検査･手術検査･手術    

脳神経外科 脳神経外科 脳神経外科 脳神経外科     

午午午午        前前前前    阿川阿川阿川阿川    昌仁昌仁昌仁昌仁    大畠大畠大畠大畠    義憲義憲義憲義憲    

手術 手術 手術 手術     

大畠大畠大畠大畠    義憲義憲義憲義憲        阿川阿川阿川阿川    昌仁昌仁昌仁昌仁    

    水曜日は手術予定日水曜日は手術予定日水曜日は手術予定日水曜日は手術予定日    

午午午午        後後後後    (ドック･検査)(ドック･検査)(ドック･検査)(ドック･検査)    (ドック･検査)(ドック･検査)(ドック･検査)(ドック･検査)    (ドック･検査)(ドック･検査)(ドック･検査)(ドック･検査)    (検査･手術)(検査･手術)(検査･手術)(検査･手術)    

皮  膚  科 皮  膚  科 皮  膚  科 皮  膚  科     

午午午午        前前前前    長江長江長江長江    哲夫哲夫哲夫哲夫    長江長江長江長江    哲夫哲夫哲夫哲夫    大学医師大学医師大学医師大学医師    長江長江長江長江    哲夫哲夫哲夫哲夫    長江長江長江長江    哲夫哲夫哲夫哲夫    
        木曜日 午後の受付木曜日 午後の受付木曜日 午後の受付木曜日 午後の受付    

                                                                        14:0014:0014:0014:00～～～～15:0015:0015:0015:00    

午午午午        後後後後        (手術)(手術)(手術)(手術)    (手術)(手術)(手術)(手術)    長江長江長江長江    哲夫哲夫哲夫哲夫        

泌尿器科 泌尿器科 泌尿器科 泌尿器科     

一一一一        診診診診    由良由良由良由良    健太郎健太郎健太郎健太郎    大学医師大学医師大学医師大学医師    由良由良由良由良    健太郎健太郎健太郎健太郎    小泉小泉小泉小泉    貴裕貴裕貴裕貴裕    小泉小泉小泉小泉    貴裕貴裕貴裕貴裕    

    二診は二診は二診は二診は10:0010:0010:0010:00診療開始診療開始診療開始診療開始    

    火曜日火曜日火曜日火曜日    一診は一診は一診は一診は9999時診療開始時診療開始時診療開始時診療開始    

二二二二        診診診診        小泉小泉小泉小泉    貴裕貴裕貴裕貴裕            由良由良由良由良    健太郎健太郎健太郎健太郎    

産婦人科 産婦人科 産婦人科 産婦人科     

一一一一        診診診診    漆川漆川漆川漆川    敬治敬治敬治敬治    炬口炬口炬口炬口    恵理恵理恵理恵理    山田山田山田山田    正代正代正代正代    漆川漆川漆川漆川    敬治敬治敬治敬治    炬口炬口炬口炬口    恵理恵理恵理恵理    

    二診は妊婦健診及び二診は妊婦健診及び二診は妊婦健診及び二診は妊婦健診及び    

    人間ドック二次検査等人間ドック二次検査等人間ドック二次検査等人間ドック二次検査等    

二二二二        診診診診    

((((10:3010:3010:3010:30～)～)～)～)    

山田山田山田山田    正代正代正代正代    漆川漆川漆川漆川    敬治敬治敬治敬治        山田山田山田山田    正代正代正代正代        

午午午午        後後後後    漆川漆川漆川漆川    敬治敬治敬治敬治    炬口炬口炬口炬口    恵理恵理恵理恵理        山田山田山田山田    正代正代正代正代        

眼眼眼眼        科 科 科 科     

午午午午        前前前前    

樋端樋端樋端樋端    透史透史透史透史    

((((大学医師）大学医師）大学医師）大学医師）    

    

仁木仁木仁木仁木    昌徳昌徳昌徳昌徳    

((((大学医師）大学医師）大学医師）大学医師）    

仙波仙波仙波仙波    賢太郎賢太郎賢太郎賢太郎    

((((大学医師）大学医師）大学医師）大学医師）    

大学医師大学医師大学医師大学医師    

    火曜日午後(第１･火曜日午後(第１･火曜日午後(第１･火曜日午後(第１･2222････4444週)手術週)手術週)手術週)手術    

    金曜日の診察金曜日の診察金曜日の診察金曜日の診察    第第第第2222･最終週のみ･最終週のみ･最終週のみ･最終週のみ    

午午午午        後 後 後 後     

樋端樋端樋端樋端    透史透史透史透史    

((((大学医師）大学医師）大学医師）大学医師）    

検査 検査 検査 検査     

    

仁木仁木仁木仁木    昌徳昌徳昌徳昌徳    

((((大学医師）大学医師）大学医師）大学医師）    

検査 検査 検査 検査     

四宮四宮四宮四宮    加容加容加容加容((((第１週第１週第１週第１週))))    

    斜視・弱視外来斜視・弱視外来斜視・弱視外来斜視・弱視外来    

((((大学医師）大学医師）大学医師）大学医師）    

大学医師大学医師大学医師大学医師    

検査検査検査検査    仙波仙波仙波仙波    賢太郎賢太郎賢太郎賢太郎    

（大学医師）（大学医師）（大学医師）（大学医師）        

検査検査検査検査        

耳  鼻  科 耳  鼻  科 耳  鼻  科 耳  鼻  科     

午午午午        前前前前        大学医師大学医師大学医師大学医師        大学医師大学医師大学医師大学医師            

午午午午        後後後後                            

放射線科 放射線科 放射線科 放射線科     

一一一一        診診診診    松本松本松本松本    隆裕隆裕隆裕隆裕    

松本松本松本松本    隆裕隆裕隆裕隆裕    

岩本岩本岩本岩本    誠司誠司誠司誠司(IVR)(IVR)(IVR)(IVR)    

松本 隆裕松本 隆裕松本 隆裕松本 隆裕    

松本松本松本松本    隆裕隆裕隆裕隆裕    

音見音見音見音見    暢一暢一暢一暢一    

松本松本松本松本    隆裕隆裕隆裕隆裕    

山中山中山中山中    森晶森晶森晶森晶    
    IVRIVRIVRIVRは毎週(火)午後は毎週(火)午後は毎週(火)午後は毎週(火)午後    

    治療は(火)(木)午前治療は(火)(木)午前治療は(火)(木)午前治療は(火)(木)午前        

放射線治療放射線治療放射線治療放射線治療        川中川中川中川中    崇崇崇崇        古谷古谷古谷古谷    俊介俊介俊介俊介        

形成外科 形成外科 形成外科 形成外科     

午午午午        前前前前    山野山野山野山野    雅弘雅弘雅弘雅弘    山野山野山野山野    雅弘雅弘雅弘雅弘    手術手術手術手術    山野山野山野山野    雅弘雅弘雅弘雅弘    山野山野山野山野    雅弘雅弘雅弘雅弘    

    

午午午午        後後後後    手術手術手術手術    手術手術手術手術    手術手術手術手術    手術手術手術手術    手術手術手術手術    

緩和ケア緩和ケア緩和ケア緩和ケア    午午午午        後後後後    山村山村山村山村    篤司郎篤司郎篤司郎篤司郎                        14:0014:0014:0014:00～～～～16:0016:0016:0016:00    


