
地方独立行政法人徳島県鳴門病院 

  理念  

  私達は皆様に信頼される 

  病院づくりを目指し安全 

  な医療を親切に提供する 

  ことに努めます 
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第５６号 
令和2年８月 

■ リニアック稼動から１年 

     ～振返り～ 
１ 

■ ＤＭＡＴ報告会 ２ 

■ 第２回 

  「鳴門病院を良くする会」 

  を開催しました 

 

■ 第３期中期目標（素案） 

  について 

３ 

■ 職員の名札が新しく 

  なりました 

 

■ 新型コロナウイルス感染症 

  対策に関するお願い 

４ 

■ 新型コロナウイルス禍に 

  際してのご寄付 
５ 

■ 新任医師のご紹介 

  

■ 栄養管理科だより 

６ 

■ 研修医のつぶやき 

 

■ 地域医療支援病院の 

  紹介率･逆紹介率 

７ 

■ 外来診療案内 ８ 

目次： 

放射線技術科長 三田村 正明 

２０１９年７月下旬から稼動 

（最新リニアック：米国VARIAN製 Vital Beam） 

１.根治治療 

 限局した癌に照射を行い、 

 根治を目指します。 

２.緩和治療 

 癌の骨転移、腫瘍の出血など疼痛や 

 苦痛の緩和目的に行います。 

3.予防照射 

 乳癌温存による術後再発の予防を行います。 

 昨年７月に放射線治療器リニアック 

が稼動して、早一年が過ぎました。 

この一年間では、頭部・胸部・腹部・ 

骨盤部・骨等の治療が行われました。 

 機器更新前後の一年間の治療件数と 

してましては、更新前の１４６５件から 

更新後は１９２６件と約１．３倍増加と

なっています。地域医療機関の皆様のご

協力に感謝しております。 

 新しいリニアック装置では、X線・

CT撮影が行え、治療計画時CT画像と

マッチング（位置照合システム）を 

用いて、より正確な治療が可能となり 

ました。また、今回新しく肺や肝臓に対

してアブチェス（呼吸モニタリング装

置）の機器を用いて、呼吸停止下で治療

を行い、治療中も透視画像として観察、 

確認を行っております。正常な組織を 

できるだけ避け、腫瘍にだけより正確 

な治療をすることが可能となりました。 

 今後も徳島大学病院治療医と連携 

しながら、安全な医療を提供するよう 

に努めたいと思います。 

① 放射線治療専門医診察 治療内容、副作用などの説明 

② ＣＴ撮影 治療する癌の位置の確認 

③ 治療計画の作成 
CT画像を用いてX線または電子線 

のエネルギー、方向などの治療計画 

④ 実際の治療 治療計画に基づいて、実際に放射線 

を照射 
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 “当たり前と思っていたことが、突然当たり前で 

 なくなる”これは日常の救急診療で突きつけられる 

 現実なのですが、災害現場ではそれが大きな規模と 

 なって目の前にやってきます。 

  当事者となった方々は、期間限定ではなく、長き 

 にわたってその現実と向かいあっていかなければな 

 りません。 

  私達は期間限定の派遣ではありましたが、それを 

 心にとめ、来るであろう南海トラフ巨大地震に向け 

 て準備を整えなければと思いました。 

日時：令和２年８月２０日(木) 

   １７時３０分から 

場所：３階大会議室 徳島県鳴門病院DMAT（災害医療チーム）が７月上旬に、 

豪雨被害をうけた熊本県南部被災地での活動を終え帰還したことから、 

任務終了報告会が行われました。 

      

   派遣されたDMAT隊員 
 

【医師】 
 

・中央手術センター長 

 兼麻酔科主任部長    阿部 正 
 

・救急科 部長      奥村 澄枝 
 

【看護師】 
 

・ICU 看護師長     播磨 優子 
 

・5階西病棟 看護主任  大島 満輝 
 

【業務調整員】 
 

・経営戦略課 事務主任 青木 拓也 

 

【活動期間】 

 令和２年７月１０日（金）～１２日（日） 
 

【活動場所】 

 １０日 ・人吉・球磨医療圏保健医療調整本部 

     （人吉保健所内） 

     ・多良木高校避難所 

     ・熊本県球磨村総合運動公園現場指揮所 

      さくらドーム 
 

 １１日 阿部隊（阿部・大島・青木） 

     ・熊本県球磨村総合運動公園現場指揮所 

      さくらドーム 

     奥村隊（奥村・播磨） 

     ・人吉医療センター 
 

 １２日 ・熊本県球磨村総合運動公園現場指揮所 

      さくらドーム 

  

 

 熊本豪雨災害から１週間経過後の派遣でしたが、 

活動場所の人吉市や球磨村は、報道されている通りの 

悲惨な光景が広がり、降り続く雨に復旧は全く進まず 

二次災害の危険性が高い状況でした。 

 急性期医療は終了し、慢性疾患憎悪など医療ニーズ 

は変化していました。活動は、避難所アセスメント、 

病院診療支援、避難所集積所での診療を行いました。 

 災害はいつ、どこで起こるか分りません。災害とは 

平時の取り組みの結果が試される場であるため、今回の

災害の経験からの学びを教訓として、今後に活かすこと

が私達に与えられた課題だと身をもって痛感しました。 
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第２回「鳴門病院を良くする会」を開催しました！ 

 当院では、今年度策定する「第３期中期計画」において、様々な立場の方々からの御意見や御提言を反映すると

ともに、今後の医療の質のさらなる向上と安定的な経営基盤の実現を図ることにより、 

「私たちは、皆様に信頼される病院づくりを目指し安全な医療を親切に提供することに努めます」との基本理念

の実現に資するため、「鳴門病院を良くする会」を設置いたしました。 

 令和２年７月２１日（火）に開催した、 

第２回「鳴門病院を良くする会」では、各委員の皆様方から、 

 ・「救急医療体制の強化」 

 ・「津波等災害対応の強化」 

 ・「小児・周産期医療の充実」 

 ・「地域包括ケアシステムへの貢献」 

など、様々な御意見・御提言をいただきました。 
R2.7.２１ 第２回「鳴門病院を良くする会」の様子 

 今後も、こうした御意見等を踏まえながら、徳島県が策定する第３期中期目標を達成するため、

より良い「第３期中期計画」の策定に向け、職員が一丸となって取り組んで参ります。 

地方独立行政法人徳島県鳴門病院第３期中期目標（素案）について 

１ 策定の趣旨 

２ 次期中期目標の期間 

３ 主な内容 

 鳴門病院の『達成すべき業務運営に関する目標』として県が策定している「第２期中期目標」の目標期間（Ｈ２９～Ｒ２） 

が今年度末で終了するため、次期中期目標を策定する。 

令和３年４月１日から令和７年３月３１日まで（４年間） 

 吉野川北岸で唯一の「総合的な診療基盤を持つ中核病院」として、引き続き、公的役割をしっかり担うとともに、医療提供

の質の向上に努めることで、地域住民から、さらに信頼され、期待され、愛される病院となることを求める。 

５つの基本方針 

（１）政策医療を担う病院としての必要な 

   体制整備に努めること 

（２）地域包括ケアシステムの深化に向けた 

   取組みを推進すること 

（５）健全で安定的な経営基盤を早急に構築すること 

（３）総合メディカルゾーンの北部ブランチ病院 

   としての役割を着実に果たすこと 

（４）医療人材の育成に努めるとともに職員の働き方 

   改革と処遇改善を実行すること 

・救急医療、小児・周産期医療体制の充実・強化 

・災害拠点病院としての機能強化 

・新型コロナウイルス等の感染症対策の推進 

・地域医療機関との連携強化による地域完結型医療の実現 

・患者サポートセンターの充実、強化 

・健診機能を活かした地域健康づくり拠点の整備 

・特色ある医療（手の外科、脊椎脊髄外科等）の更なる推進 

・がん診療のフルセット化による県北部における 

 ワンストップ拠点の整備 

・ＩＣＴによる医療情報連携の検討推進 

・本県の未来を担う質の高い医療人材の育成及び確保 

・タスクシフティング等の実施による働き方改革の推進 

・職員の処遇改善を通じた適正な人材確保による安定した 

 医療提供体制の確保 

・病院の経営資源を最大限活用した新たな収益確保策の実施 

・高度医療機器の活用による外来、検診事業収益の増加 

・県立病院との連携強化による材料費の抑制及び経費等の 

 徹底的な見直し 

４ 今後のスケジュール 

令和２年 ６月 中期目標（素案）文教厚生委員会 

                （付託）報告 

     ９月 中期目標（案） 議会上程 

令和３年 ２月 中期計画（案） 議会上程 

     ３月 県認可 

徳島県議会 

令和２年６月定例会(付託) 

文教厚生委員会資料 

   (保健福祉部) 
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以前より患者様から文字を大きくしてほしい等の

ご意見・ご要望を頂いたことから、この度職員の

名札をリニューアルしました。 

徳島県の色『藍色』を取り入れ、デザインは 

ウェーブをつけて、鳴門らしい渦のイメージに。 

今後も皆様により良く病院をご利用頂けるよう 

職員一同努めて参ります。 

ご来院される全ての皆様へ 

新型コロナウイルス感染症対策に関するお願い 

新型コロナウイルス感染症が徳島県でも発生し

ております。感染拡大を防ぐため、すべての来院

者に体温測定を実施しております。

ご協力いただきますようお願いいたします。

新型コロナウイルス流行に伴う

実施中体温測定

令和２年４月３日
徳島県鳴門病院 病院長

新型コロナウイルス流行に伴い

実施中体温測定

外来患者様以外の方外来患者様

・ 急を要する場合や当院から

依頼した場合等を除いて、

原則面会は禁止としており

ます。

・ 37.5℃以上の発熱や風邪

症状のある方は来院をお断

りいたします。

・ 37.5℃以上の発熱や風邪

症状のある方は問診をお願

いしております。

・ マスク持参および着用とアル

コールによる手指消毒をお願

いいたします。

新型コロナウイルスの院内への持ち込みを防止

するため、４月３日（金）から、全病棟で面会を

禁止させていただいております。それに伴い、

新型コロナウイルス流行に伴う

実施中体温測定

令和２年４月９日
徳島県鳴門病院 病院長

分娩立ち会いを
制限しています

分娩時の立ち会い
(付き添い)を一部制限

させていただきます。

分娩予定の方及びご家族の皆様にはご迷惑をおか

けいたしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

※分娩自体はこれまで通り可能です。
制限内容
①付き添い・立ち会いは各家庭１名のみ
②検温、感染予防問診票チェックで異常のない方
③里帰り分娩等で、急遽遠方から来たご家族の方

は立ち会い不可とします

新型コロナウイルス流行に伴う

実施中

令和２年４月１７日
徳島県鳴門病院 病院長

面 会 禁 止
新型コロナウイルスの感染防止のため、当院では、

①病院からの要請でご来院された方

②入退院の支援や手術に伴う介助を
行う必要がある方

③入院患者様の生活必需品をお届け
される方

以外の方の、病棟における入院患者様との
ご面会を固くお断りさせていただいております。

また、入院患者への生活必需品のお届けは

「１５時～１８時」の間、１名のみ
滞在時間１５分以内に限定いたします。

ご理解ご協力よろしくお願いいたします。

 新型コロナウイルス感染症については、全国的に未だ相当数の感染者が発生しており、院内感染防止の

重要性も考慮すれば、引き続き感染防止のための対策を継続していく必要があるものと考えております。 

 つきまして、当院といたしましては、なお当面の間、正面玄関前での検温及び体調確認等の取組みを継

続いたしますとともに、入院患者様への面会につきましても引き続き原則として禁止する取扱いとせてい

ただきます。 

 新型コロナウイルスの脅威から、皆様の「大切な人」をお守りするために、また、当院が引き続き 

徳島県北部の地域中核病院としての機能を十分に発揮し続けるためにも、ご不便をおかけいたしますが、

皆様のご理解とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。                                                    
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 皆様から心温まるご寄付をいただき、感謝の意を表して、病院から感謝状を

贈呈させていただきました。ご寄付いただいた医療資源等は大切に使用させて

いただきます。多大なるご支援に対し、心よりお礼申し上げます。  

    

弱酸性次亜塩素酸 

水溶液を寄付して 

いただきました。 

     

マスクを寄付して 

いただきました。 

   

マスクを寄付して 

いただきました。 

新型コロナウイルス禍に際しご寄付をいただきました 

  当院で有効活用させて 

いただき、安心･安全な 

医療が提供できるよう 

努めてまいります。 

    

チョコレートを 

寄付していただ 

きました。 
 

小袋一つ一つ手書きの 

メッセージが書かれて 

いました♪ 

徳島県鳴門病院長 

マスクを寄付して 

いただきました。 
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ぶりの幽庵焼 

煮しめ 

七夕そうめん 

くずまんじゅう 

７月７日の夕食に七夕献立を提供しました。 

「天の川」に見立てたそうめんに星形の 

にんじんで彩りを☆ 

清涼感あるデザートもついて、夏らしい 

献立になっています。 

今年はあいにくのお天気でしたが、 

ランチョンマットでは天の川をはさんで、 

織り姫と彦星が微笑んでいます。 

【献 立】 

氏名：川田 知代
か わ た  し よ り

 

職種：医師（内科医員）  

趣味：映画鑑賞 

徳島大学病院 血液・内分泌代謝内科より参りました。 

ご迷惑をおかけすることも多々あると思いますが、患者様の役に 

たてるよう、日々取り組んでいきたいと思っています。 

ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

栄養管理科では、患者様の「退院しても病院の食事を家でも食べたい」 

というご要望から、約１０年前より給食の人気レシピをリーフレットにして 

内科外来前に設置しています。レシピ数は３０種類となっています。 

エネルギー量や塩分量、調理師・管理栄養士からのワンポイントなども記載 

しています。 

是非当院へご来院の際は、お持ち帰りください。 

内科外来前に設置中☆ 

 

是非お家でも気になる 

メニューを作ってみて 

ください。 

リーフレットの一例 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1592614154/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3QtaW10LmpwL2FyY2hpdmVzLzAwMTkxNy8-/RS=%5EADBLufs5kDsYk5Oso_qswN1FewyM5k-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTEyJmw9cmkEaWR4AzAEb2lkA0FOZDlHY1NDd1piamhEM2VuYTQ3cTJ0MTR1b
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1593749636/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5qb2J0ZW4uanAvZG9jdG9yL3JlY3J1aXQvcmVjcnVpdC0wMi5odG1s/RS=%5EADB3ROSbh2XOeEzTmFwq8LyMFBhzp8-;_ylt=A2RimE8EX_1eW28A0SuU3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1593749922/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3Q4LmNvbS9jb250ZW50cy85MjA1/RS=%5EADBe1QUQ9aAK9btBrc_v2mfua8acsc-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTE4Jmw9cmkEaWR4AzAEb2lkA0FOZDlHY1N5eEd3bzRKejdEQ2N4MDZYUmRzcHFwX1hTL
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1592614154/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3QtaW10LmpwL2FyY2hpdmVzLzAwMTkxNy8-/RS=%5EADBLufs5kDsYk5Oso_qswN1FewyM5k-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTEyJmw9cmkEaWR4AzAEb2lkA0FOZDlHY1NDd1piamhEM2VuYTQ3cTJ0MTR1b
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単位（％） 

令和２年６月 

紹介患者件数 

 

１５５医療機関より    

５３２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    

４月 ５月 ６月 

紹介率 逆紹介率 紹介率 逆紹介率 紹介率 逆紹介率 

内科 79.0 146.9 65.2 221.7 65.0 158.8 

循環器内科 71.4 300.0 100.0 880.0 100.0 450.0 

小児科 80.0 60.0 72.7 18.2 63.2 0.0 

外科 83.3 150.0 73.3 73.3 80.0 126.7 

整形外科 89.7 74.1 88.2 89.5 84.0 72.3 

形成外科 75.0 12.5 71.4 14.3 84.2 15.8 

脳神経外科 44.4 300.0 46.7 280.0 56.7 153.3 

皮膚科 36.4 22.7 43.8 6.3 46.2 0.0 

泌尿器科 92.3 169.2 85.7 300.0 83.3 100.0 

産婦人科 71.1 44.7 96.3 63.0 65.2 45.7 

眼科 40.0 100.0 80.0 120.0 60.0 140.0 

耳鼻咽喉科 25.0 25.0 0.0 150.0 20.0 80.0 

放射線科 100.0 143.2 100.0 139.1 100.0 173.9 

計 79.3 106.9 77.9 134.0 73.1 101.9 

【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 

 
 

 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  編集長  漆川 敬治 

 〒772-8503  徳島県鳴門市撫養町黒崎字小谷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/ 

鳴門病院 

研修医のつぶやき 
研修医（１年次生） 田原 裕子

た ば る  ゆ う こ

 

 お疲れ様です、研修医１年目の田原です。（珍しいのですが、たばると読みます。） 

４月から、何も分からない私にご指導していただいたスタッフの皆様、本当にありがとうございます。 

少しでも早く皆様のお力になれるよう頑張りたいと思います。 

 ４月からの研修内容としては、内科・救急科・外科をまわらせていただきました。 

内科では病棟業務を中心に学ばせていただきました。特に印象的だったのは、ひとりの患者様に対して、 

それぞれの職種の皆様にしっかりと役割分担があるということでした。そしてコミュニケーションの大切さを

改めて感じました。自分は少し人見知りなので、社会人としてもう少し積極的にコミュニケーションをとれる

ように性格から変えていきたいな・・・と思っているところです。 

 救急科では、症状に応じた診察の仕方や検査のほか、しっかり問診をして患者様の背景を知ることの大切さ

を学びました。栄養士さんにソフト菜（お肉味のゼリーでした・・！）を試食させていただいたり、医療ソー

シャルワーカーさんの面談に参加させていただくなど、貴重な経験もできました。 

 外科では、主に手術に入らせていただきました。とてつもなく集中力が必要ですが、病変がとれたときの 

達成感はここでしか味わえないものだと思いました。 

 鳴門病院では、あと１年半初期研修をさせていただきます。いろいろな経験を通して一人前になり、皆様と 

仲良く、明るい診療ができたらいいなと思っています。まだまだ知識・実力不足でご迷惑をおかけすることが

多いと思いますが、ご指導のほどよろしくお願いいたします。 
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外 来 診 療 案 内 令和２年１０月１９日現在 

徳島県鳴門病院 予約センター 

TEL 088-683-1857 
予約センター受付時間(土･日･祝日･年末年始除く) 

８：３０ ～ １６：３０ 

※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 

受付時間 

休  診  日 

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 

◆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 

診 療 科 名  月 火 水 木 金 備   考 

内  科  

新患外来 中野 綾子 長樂 雅仁 日浅 由紀子 山口 佑樹 宮城 順子 

 

一  診 

（専門外来） 
日浅 由紀子 

藤本 浩史 

(神経) 

中野 綾子 

(血液) 
山村 篤司郎 

武市 俊彰 

(血液) 

二  診 

(専門外来) 
辻本 賀美 

藤本 大策 

(消化器） 

宮城 順子 

(消化器） 
大学医師 山村 篤司郎 

三  診 
浅井 孝仁 

(検診2次) 
山口 佑樹        宮城 愛 川田 知代 長樂 雅仁 

四  診 

（糖尿病内分泌）  
藤中 雄一  

藤中 雄一 
 藤中 雄一  藤中 雄一  

糖尿病透析予防外来 

五  診   

（検診２次） 
 宮城 愛 長樂 雅仁   

循環器内科  
一  診 山﨑 宙 志村 拓哉 大学医師 

志村 拓哉 

(再診のみ) 
山﨑 宙 

 水曜日 常勤医は心臓ｶﾃｰﾃﾙ検査治療 

 水曜日 大学医師の診察は午前中のみ 
二  診       ペースメーカー外来 心臓血管外科 

小  児  科  

一  診 小川 由紀子 渡邊 典子 小川 由紀子 小川 由紀子 小川 由紀子  

 受付時間 
 

    乳児健診(火) 13:30～15:00 

   アレルギー外来(火) 14:00～16:00 

       (新患･木)   9:00～11:30 

        (木) 13:30～16:30 

    予防接種(水) 13:30～15:45 

二  診 渡邊 典子  渡邊 典子 
アレルギー外来新患 

（市岡 隆男） 
渡邊 典子 

午  後 

(特殊外来) 
 

乳児健診 

アレルギー外来 

(市岡 隆男) 

予防接種 

 

アレルギー外来 

(市岡 隆男) 
 

外  科  
一  診 

坂東 儀昭 

（新患のみ） 
尾方 信也 坂東 儀昭 尾方 信也 坂東 儀昭 

 外来は午前中 

 毎日が手術予定日 
二  診  松本 亮祐 松本 亮祐   

整形外科  

一  診 

（初診） 
平野 哲也 

千川 隆志 

（脊椎脊髄） 

眞鍋 裕昭 

（脊椎脊髄） 
横山 賢二 百田 佳織 

 

 

  
 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 

 千川医師の初診は紹介患者のみ 

二  診 

（再診） 
眞鍋 裕昭 邉見 達彦 百田 佳織 平野 哲也 千川 隆志 

三  診 

（再診） 
 横山 賢二    

手の外科 日比野 直仁  日比野 直仁 横尾 由紀 日比野 直仁 

午  後 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  
午  前 阿川 昌仁 大畠 義憲 

手術  
大畠 義憲  阿川 昌仁 

 水曜日は手術予定日 
午  後 (ドック･検査) (ドック･検査) (ドック･検査) (検査･手術) 

皮  膚  科  
午  前 長江 哲夫 長江 哲夫 大学医師 長江 哲夫 長江 哲夫   木曜日 午後の受付 

                  14:00～15:00 午  後  (手術) (手術) 長江 哲夫  

泌尿器科  
一  診 湊 淳 大学医師 湊 淳 小泉 貴裕 小泉 貴裕  二診は10:00診療開始 

 火曜日 一診は9時診療開始 二  診  小泉 貴裕   湊 淳 

産婦人科  

一  診 漆川 敬治 炬口 恵理 山田 正代 漆川 敬治 炬口 恵理 

 二診は妊婦健診及び 

 人間ドック二次検査等 
二  診 

(10:30～) 
山田 正代 漆川 敬治  山田 正代  

午  後 漆川 敬治 炬口 恵理  山田 正代  

眼  科  

午  前 
篠原 輝実 

(大学医師） 
 

岩田 明子 

(大学医師） 

仁木 昌徳 

(大学医師） 
大学医師 

 火曜日午後(第2･4週)手術 

 金曜日の診察 第2･最終週のみ 

午  後  

篠原 輝実 

(大学医師） 

検査  

 

岩田 明子 

(大学医師） 

検査  

四宮 加容(第１週) 
 斜視・弱視外来 

(大学医師） 大学医師 

検査 仁木 昌徳 
（大学医師）  

検査  

耳  鼻  科  午  前  大学医師  大学医師   

放射線科  
一  診 

山中 森晶 

荒瀬 真紀 

山中 森晶 

岩本 誠司(IVR) 
山中 森晶 

山中 森晶 

音見 暢一 
山中 森晶 

 IVRは毎週(火)午後 

 治療は(火)(金)午前  
放射線治療  川中 崇   川中 崇 

形成外科  
午  前 山野 雅弘 山野 雅弘 手術 山野 雅弘 山野 雅弘 

 
午  後 手術 手術 手術 手術 手術 

救急科 午前･午後 奥村 澄枝 奥村 澄枝 奥村 澄枝 奥村 澄枝 奥村 澄枝  

緩和ケア 午  後 山村 篤司郎      14:00～16:00 


