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こども病院祭は10月15日です
みんなの笑顔のために ～地域への感謝とともに～
第９回病院祭 病院祭実行委員長

坂下一夫

今年もまた病院祭の季節がやってきました。
今回で９回目となる病院祭は 10 月 15 日（日曜
日）に開催されます。テーマは『みんなの笑顔
のために〜地域への感謝とともに〜』です。今
年、こども病院は地域の皆様からよせられた暖
かいご寄付を使ってドクターカーの更新やファ
ミリールームの設置など医療設備を充実するこ
とができました。病院祭のテーマにはその感謝
の気持ちを込めています。この場をお借りし深
く御礼申し上げます。ぜひ多くの皆様に来院し
ていただき、楽しんで笑顔になっていただきた
いと思います。
恒例の講演会はメカデザイナーの河森正治さ
んをお招きしました。当日は講演の後にワーク
ショップも企画されています。さらに日本航空
株式会社（JAL）による紙ヒコーキ教室、松本山雅の選手と

車でお越しの場合はそちらに駐車してからシャトルバスに

のトークショー、毎年大人気企画の職業体験ができるキッ

乗り換えていただくことになります。駐車場の場所はポス

ザニア、病院内を探検できる院内ラウンド、お祭り気分を

ター、チラシ、病院 HP に案内がありますので、ご確認の

味わう射的、くじ引きなどなど企画が盛りだくさんです。

上ご来場をお願いいたします。

例年ご迷惑をおかけしております交通渋滞を解消するた
め、今年の病院祭はこども病院の駐車場を使用いたしませ

＊昨年の病院祭の写真を各イベントの解説に合わせて掲載

ん。近くに十分な広さの駐車場を確保しましたので、乗用

しています。今年の病院祭はどうなるんでしょうか？
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●キッザニア

●正面ホール
今年のメインは世界的なメカデザイナーの河森正治さんの

「病院ってどんなお仕事をするところなのかな？どんな人

講演です。様々な楽器の奏でる音楽など楽しい催し物が目白

が働いているのかな？」医師や看護師、薬剤師、理学療法士、

押しです。北会議室では日本航空の紙ヒコーキ教室、河森さ

作業療法士、栄養士、保育士など、いろいろな専門職にな

んのワークショップなど子供向けの催し物も予定しています。

りきって楽しんでもらう体験スペースです。ぜひ、遊びに
来てください。
（一部整理券が必要なブースがあります。
）

●院内探検ツアー

●屋外イベント
ドクターカー、救急車、消防車、パトカー、ショベルカー

こんな場所を探検してみませんか？スタッフがわかりやす

リも来場！昨年好評だった高所作業車の搭乗体験も！

い説明つきで案内してくれます。希望される方はお早めに

今年は新企画として、穂高在住の彫刻家、中嶋大道さん
のステンレス彫刻展や、南安曇農業高校による動物ふれあ
い体験も実施！
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ふだんは見ることができないこども病院のあんな場所、

など、たくさんのはたらく車が展示されます。ドクターヘ
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整理券をゲットして下さい。

●展示・模擬店（廊下・その他）

●キャノピー
食べ物出店は「キッチンー」
「ま・めぞん（豆腐）
」
「組

ヘアアレンジやアロマコーナー、工作教室にイラスト教

合ドーナツ」「幸福のりんご」を予定しています。また、

室など、体験できるコーナーをたくさん用意しています。

職員による音楽隊も結成し演奏を行う予定です。どのよう

イラストや手作り小物などの販売もございますのでぜひ遊

な演奏になるかはお楽しみ…

びにきてください！ ( 一部整理券が必要になります )

…
●マッサージ

●中庭
様々な催しものを計画しています。スターバックスコー

毎年大好評！日頃のコリをほぐしてくれる、松本盲学校

ヒーを飲みながら、有明のパンを食べ、吉野地区のヨー

の先生方によるスペシャルマッサージ。皆様の症状や希望

ヨーつりを楽しみ、家族会（18 っこのわ・ほっとくらぶ・

に合わせたマッサージを行います。

結家サポートクラブ）の手作り販売でお買い物。お待ちし
てます。

人数に制限はありますが、病院祭で癒しのひとときを過
ごしてみませんか？皆様のお越しをお待ちしております！

メカ好き集まれ～ 河森正治さん講演会
マクロス、アクエリオン、サンダーバード S 号など世界的なメカデザイナー / ビジョンクリエイター河森正治さんが
こども病院祭にやってくる！メカ好きのみんな、正面ホールに集合！！
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第13回

「この人に聞く」

神経小児科

今回は神経小児科副部長の福山

福山哲広 先生
教えてください。

哲広先生にインタビューしてきま

福）僕の通っていた小学校の近くに養護学校があってよく

した。鋭いツッコミが持ち味の福

交流していました。僕は養護学校のこども達とどう接して

山先生がツッコまれて何を語った

いいかわからなくて、その交流が好きではなかったんで

のか、ご期待ください。

す。
「病気を持ったこどもはかわいそうだから一緒に遊ぼ
う」という考え方にずっと違和感があって…。専門科を決
めるとき、その違和感を思い出して、同情ではなく仕事と
して病気のこどもと関りたいと思ったんです。治る病気が

～イキがってはイジメられた子供時代…今も変わらず？～

少ない小児神経を選んだのも「こどもの病気を治したい」

編）先生は若い先生を連れてよく歩いているし、リー

というより、
「病気をもったこどもの力になりたい」とい

ダーって感じですよね。

う思いが大きかったからかな。

福）子供の頃はちょっとイキがっていじめられちゃうタイ
プだったかな（笑）
。目立とうとして目をつけられちゃう。

～こども病院コンプレックス～

それで叩かれて、シュンとするっていうか。それは今もあ

福）僕が長野県内で研修を始めた時はもう重症の患者さん

まり変わってないけど（笑）
。

はこども病院に送るっていうルールができ始めていたんで
す。市中病院で重症の子が生まれたりすると、こども病院

～あの岡谷工業バレーボール部から１セットを取る～

の NICU の先生が迎えに来てくれますよね。今の若い先生

編）長野市出身ということですが、学生時代の思い出を教

はどう思っているかわからないけど、僕はそれが嫌でね。

えてください。

本当は自分も医師として診たいのに、自分と同じくらいの

福）中学・高校はバレーボール部のセンターでキャプテンも

年齢のレジデントの先生に「なんでこんな管理をしていた

やってました。当時、全国優勝レベルの強豪校だった岡谷工

んですか？」とか言われたりしながら、患者さんが連れて

業に特別に練習試合をやらせてもらったことがあったんです。

いかれてしまうんです。他の病院や信大にいた時からこど

最初は1軍の選手と試合をして当然ボロボロに負けて、3セッ

も病院は高度な医療ができる羨ましい病院で、僕はコンプ

ト目から2軍の選手が相手になって、最後の10セット目によ

レックスを持っていました。

うやく僕らが勝ちました。そしたら岡谷工業の壬生監督（現
創造学園高等学校校長）が激怒して、一軍の選手も集めて猛

～神経疾患のスペシャリストを目指して静岡てんかんセン

特訓を始めて…。その後のミーティングで壬生監督が「お前

ターへ～

ら何やってんだ！長野高校の選手は勉強してるんだぞ！お前

編）静岡のてんかんセンターにも行かれましたよね？

らは勉強してるのか？勉強で負け、スポーツでも負けて、人

福）大学院を出たとき、長野県で小児神経疾患のスペシャリ

生何で勝つんだ！」って。それを聞きながら、バレーボール

ストとして生きていくには、少なくともこども病院のスタッ

で勝てない僕は勉強で勝たなきゃいけないって思ったんです。

フができるだけの力がないとやっていけないだろうって思っ

一流を目指すことの厳しさと大切さを知った原点ですね。

ていました。でも当時の僕にその力はなかった。どうすれば
いいか考えた結果、誰にも負けない柱を作ろうと、てんかん

～小学校時代の養護学校との交流が原体験～

を学べる静岡てんかんセンターに行くことに決めました。

編）先生が小児科、その中でも小児神経を選ばれた理由を

長野県高校バレーボール大会岡谷工業戦：28 年前（左の４番が私）
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PICU での脳波モニタリング

～ビデオ脳波の面白さにハマる～
編）てんかんセンターはどれくらい行かれたんですか？
福）2 年間です。最初は、1 日中てんかんのことばかり考
えている医者がこんなにいるのかと驚きました。てんかん
センターでは毎晩 20 台以上の長時間ビデオ脳波が稼動し
ていて、膨大な数の発作時ビデオ脳波を見ることができま
す。元々、脳波を紙で読んでいた頃は、脳波が好きではな
かったんです。それがビデオと一緒にデジタル脳波を読む
ことでこんなに面白いのかっていうのに変わりましたね。
てんかんやけいれん性疾患は誤診が多い病気ですが、発作
時ビデオ脳波を見る技術が上がってくると、格段に診断能
力が上がります。正確に診断することができるようになる
と、適切な治療を選ぶことができるんですよね。正確な診
断で人生が変わった患者さんを何人も見て来ました。
2 年経って、長野に帰るという時に神経小児科前部長の平
林先生に声をかけていただいてこども病院に来ました。
～紙で脳波を読むなんてありえない～
編）こども病院コンプレックスは大丈夫だったんですか？（笑）
福）やっぱりコンプレックスはあったよ（笑）
。でも、そ
の時はデジタルビデオ脳波っていう武器を手に入れていた
から（笑）
。こちらに来てから脳波を全部デジタル化して、

長時間ビデオ脳波を読む

長時間ビデオ脳波を始めて、ICU や NICU でも脳波モニ
タリングができるような体制を作ってもらいました。紙脳
波とデジタル脳波は情報量が全く違います。残念ながら今

ていました。でも実際にはこども病院でもできないことが

でも紙脳波で運用している病院が多いんだけれど…。僕の

あるし、課題は山積みですよね。だから、若手の先生には

要望をすぐに受け入れてくれたこども病院には本当に感謝

「本当にそれで正しいのか、もっといい方法はないのか」っ

しています。

ていう視点で考えていてほしい。ベテランの先生やスタッ
フの先生を出し抜くっていうか。安河内先生に何と言われ

～大きな影響があったある“出来事”～

ようと、正しいと思うなら自分の意見を主張する気概を

編）これまでに人生観が変わったことはありますか？

持ってほしいよね（笑）。

福）ちょっと載せられない話かもしれないけど…。患者さ
んの親に ICU の面談室から出してもらえなかったことで

～このままじゃまずい～

すかね。急性脳症の子を熱性痙攣と診断して退院させたこ

編）先生が医師として誇りに思うことは何でしょうか？

とがあって。僕と集中治療科の松井先生がお父さんの言葉

福）誇りに思うことはないです。正直、まだダメだなって

を聞きながら 8 時間くらいいました。

思うことも多いです。

編）すごく愛情の深いお父さんってことですよね。

一人前になった感じがしなくて、いつもこのままじゃまず

福）退院させる時にお父さんが「俺、おかしいと思う。い

いなって思っています。

つもの娘と違う。本当に大丈夫かなぁ？」って言っていた

編）でも先生の患者さんは先生を追いかけてくる方も多い

んです。お父さんは娘のことを本当に良く見ていたんで

ですよね。

す。それなのに僕の未熟さからつらい思いをさせてしまっ

福）僕も患者さんをいい方向に導くことができないことが

た。人生観が変わったのかわからないけど、急性脳症の診

よくあるんです。だから、自分と同じレベルかそれ以上に

療スタイルは変わりました。こどもと家族がつらい思いを

てんかんを診てくれる人を長野県内にもっと増やしていか

しないように、ＰＩＣＵと協力して、より早くより積極的

なければいけないと思っています。

な治療を行える体制を試行錯誤して作っています。
本日はお忙しい中、ありがとうございました。
～いつかスタッフドクターを出し抜いてほしい～
編）今、後輩に伝えたいことは何でしょうか？

インタビュー：赤羽祐奈、平林富子、牧内里衣

福）こども病院に来る前は、こどもの病気のことはこども
病院に送ればなんでも解決してくれるんじゃないかと思っ
長野県立こども病院だより
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－信州木曽看護専門学校－

3年生が実習に来ました

この笑顔を忘れずに

信州木曽看護専門学校３年（２期生）の生徒さんが病院
実習に来ました。昨年から始まった病院実習は、1 学年が

～病棟の雰囲気や先輩看護師の感想は？
・優しくて、フォローしてもらえて実習しやすいです。

３グループに分かれて順番に関連病院を回ります。７月上
旬は、２番目のグループがこども病院の第２病棟・第５病

～どんな看護師になりたいですか？～

棟・新生児病棟で看護実習を行いました。

・患者さんと気持ちが通じ合い、その人を理解して援助で

取材のためにお昼時にお邪魔すると、学生さんはご飯を食

きる看護師になりたいです。
（西沢博子）

べながら懸命に記録を書いていました。みんな、頑張れ～～
～こども病院の印象は？～
・明るい、かわいい
・いい匂いがするところがあったり、音楽が流れていたり
してなごみます。
～実習をしていて難しいなぁ…と思うところは？～
・気持ちを言葉で伝えられないお子さんへの対応や、発達
に応じたかかわり方が難しい。
・母性看護の実習は普通の病院でしていたが、そこで生ま
れた赤ちゃんとここで生まれた赤ちゃんは大きさがとっ
ても違うし、病気の重症度が違うので大変だなぁと思う。
・チューブ類がついている赤ちゃんの接し方が難しい（大人
は動かないでと言ったら動かないでいてくれるので…）
。
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食事中も実習は続きます

自分で守ります！防犯講習会
女性を対象にした「防犯講習会」が安曇野警察署の方を

種類があり、様々な詳しい対処法を教えていただきまし

講師に開催されました。もし、自分が襲われたらどう防げ

た。でも、できればそんな場面に出くわさないことが一番

ばいいのか、どう逃げればいいのか。腕の振りほどき方も

ですね。
ー悪者撃退のポイントー
相手の急所をとにかく突く
大きな声を出す
〈注意〉歩きスマホは悪いヤツに気づかない！

「安曇野ハーフマラソン」体験記

産科

中西恵美

2017 年 6 月 4 日に第 3 回信州安曇野ハーフマラソンが

や田んぼを眺めながら走ったり、夕方走っていると帰宅途

行われました。当日はとても良い天気で、爽やかな風も吹

中の高校生や同じくランニングをしている人が挨拶をして

いており、マラソン日和！今までに何度かマラソン大会に

くれたり、安曇野の良さを感じることができました。ま

出場したことがあり、それぞれの大会の良さがあります

た、同僚の先生と一緒にランニングをしたのもいい思い出

が、その中でもとても気持ちのよいマラソン大会でした。

です。当日は朝から沿道に出て応援をしてくれる方々がた

今回のマラソン出場に当たっては、日々変わっていく山

くさんいて、とても励みになりました。

今年も出場！麻酔科 大畑先生

ランナー 5000 人で開会式
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にわかランナーの私にとって、マラソンは自分との戦い

た人はどんどん前に進んでいき、その差を埋めるためには

です。歩みを止めなければ、必ず前に進んでいく。でも自

相当な挽回が必要。日々サボりがちな私は、時々マラソン

分が走るのをやめて歩いてしまえば、ずっと隣を走ってい

をしながらそんなことを考えています。

沿道の応援。励みになります

とても良い天気でした

２年ぶり開催「ハッピードールプロジェクト」
入院中の患者さんやご家族などが、みんなで一緒に願い

や飾り物にワクワクしながら、目をキラキラと輝かせ、世

を込め、世界でたった一つのマスコット「ハッピードール」

界でたった一つのハッピードールを作りました。今年のク

をつくり、その作品を院内で展示して次の病院へつないで

リスマス頃には、自分の元へ帰ってきます。ハッピードー

いく…その名も「ハッピードールプロジェクト」が、７月

ルは、どこの病院、どこの国でどんな景色を観るのでしょ

４日に第４、第５病棟、７月５日に産科病棟で開催されま

うか。帰って来るのが楽しみですね。

した。色とりどりの生地やリボン、いろいろな形のボタン
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ビバ！マイホームタウン

後期研修医 山内大志

沖縄県

はいさい、ぐすーよー、ちゅーうが
なびら（こんにちは、みなさん、ごき
げんいかがでしょうか）今回ビバ！マ
イホームタウンを担当します後期研修
医の山内大志です。今回は僕の出身地
である沖縄県を紹介いたします。
みなさんは沖縄県といえばどのよう
なイメージでしょうか？沖縄の人は、
見た目は色黒で、何かあると「なんく
るないさぁー」と方言を喋って、具志
堅など特徴的な苗字でしょうか？大学
時代などを合わせると沖縄から離れて
10 年になりますが、どれも当てはまっ
ていない僕は必ずと言っていいほど
ツッコまれます（笑）観光地として人
気な沖縄県ですが、みなさんの知らな
いところや食べ物も意外とあるのでは
ないかと思い、完全な個人的な意見で

アメリカンビレッジでの夜景 大きな観覧車が目印です

すが、沖縄の魅力をお伝えします。

先祖を迎える日）、14 日、15 日（ウークイ：先祖を送り
出す日）に行います。旧暦なので年によっても異なります

〜有名人〜
僕は沖縄の“みほそ（臍という意味）
”のうるま市（旧

が、沖縄の人にとっては正月より大事です。ウークイの日
には青年会がエイサーを踊って先祖を送り出します。

石川市）で育ちました。沖縄にはたくさんの有名人がい
らっしゃいますが、僕の町にも現在活躍中の有名人はい

〜異国情緒漂うアメリカンビレッジ〜

らっしゃいます。現在（8 月 21 日時点）パリーグ最多勝

さて沖縄の観光地を紹介します。那覇空港から出発しま

の東浜巨投手、ドラマコード・ブルーに出演中の比嘉愛

すと沖縄には国道 58 号線（通称ゴーパチ）というメイン

未、バンドの HY など各ジャンルで活躍中の方々がいます。

ストリートがあり、観光地を回るには便利です。北部へ向
かうその前に北谷町（ちゃたんちょう…きたたにではあり

〜夏〜
沖縄の夏はやはり海といいたいところですが、地元人の

ません）へ寄ってみてください。58 号線から見える観覧
車が目印で、アメリカンビレッジと呼ばれる映画館などの

海に対する考え方はちょっと変わっています。まず暑い日

集まる商業施設があり、路上ライブも行われたりします。

中には行きません（笑）
。沖縄の人は海＝ビーチパーティ

あの HY もライブを行ったことがあります。もともと基地

と考えています。ビーチパーティは涼しくなってきた夕方

があったこともあり、外国の方も多く異国情緒を体験でき

頃から友達や家族と一緒に海でバーベキューを行うことで

る町です。観覧車から景色を見るのもいいかと思います。

す。ビーチパーティが海に行く一番の目的です。また沖縄

なぜか占い師も大勢います。

の人は海では水着を着ません。一説には紫外線が強いため
だと言われています。水着を着ている人はすぐに本土の人
とわかります。本当の意味での沖縄の海を楽しみたい時に
は夜に行くほうがいいかもしれません。
沖縄の夏というと台風です。沖縄の人は台風が上陸する
前から、台風の強さを気圧で認識し、
「今回は〇〇 hPa だ
から、大したことはことないな」と言ったりします。観光
客を悩ます台風ですが、意外と沖縄上陸するのが多いのが
9 月なので、個人的には 10 月がオススメです。
〜盆〜
沖縄のお盆は本土と違い旧暦の 7 月 13 日（ウンケー：

58 号線からの海も綺麗です
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古宇利大橋の海

〜沖縄一綺麗な海

古宇利島〜

創作料理に近いこともあり、是非本場で食べていただきた

北谷町からさらにゴーパチを北上してリゾートホテルの

いです。一番のお勧めの店は金武町（きんちょう）にある

多い恩納村を通過し、北部地区を目指します。ジンベエザ

キングラコスです。タコライス発祥のお店で、なんと言っ

メがみられる美ら海水族館も北部地区の目玉の観光地です

ても創作していない味とアメリカンサイズの量が魅力的で

が、個人的にオススメなのが古宇利島（こうりじま）です。

す。トッピングも可能なので、是非いろんな味を試してみ

今帰仁村（なきじんそん）から古宇利大橋を渡っていくこ

てください。

とが可能な島で、なんと言っても海が綺麗です。沖縄一綺
麗な海ではないかと言われ、橋の上から見えるエメラルド
グリーンの海は沖縄に行かれる際には一度見ていただきた

番外編
沖縄出身というと“山内”の名字が珍しいと言われ、個
人的にはそうでもないと思っていましたが、今回沖縄県民

いです。

名字ランキングなるものを調べてみました。一位は「比
〜タコライス〜

嘉」、二位は「金城」、三位は「大城」でした。山内はとい

沖縄にはたくさんの美味しい食べ物があります。沖縄そ

うと…３６位‼︎なんとも中途半端な結果でした。

ば、ゴーヤーチャンプルーなど美味しい食べ物がある中
で、僕のお勧めは「タコライス」です。たまに間違われる

今回沖縄の紹介ということで、ガイドブックに載ってい

方いますが、蛸はのっていません。メキシコ料理タコスの

ないところというよりも個人的な観点から書かせていただ

具をご飯の上に乗せたタコス＋ライス＝タコライスです。

きました。他にも書ききれない魅力的なところはたくさん

最近は本土の沖縄居酒屋でも出てくることもありますが、

ありますので、行かれる方は声かけてください。

タコライス ボリューム満点です
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シーサー 性別があり、口が開いている方がオスです

栄養科通信

第17回

こんにちは、栄養科です。７月７日は七夕でした。一年に一度、天の川を渡っており姫とひこ星が会える日です。
皆さんの願い事がかないますように。

月と、にんじんで星を作りました。
そうめんとオクラもあり、病院の中でも季節を感じます。

おやつの時間にパフェバイキングを行いました。
自分で好きなトッピングを選びパフェを作りました。

「しろくまニュースレター」
のバックナンバーは
長野県立こども病院ホームページ
（http://nagano-child.jp/overview/public_relations）
でご覧になれます

編集後記

物を持つとスピードが
いといわれます。これは手に余計な
が速
る方
て走
持っ
ンを
バト
では
陸上 競技
とを指しています。
なると個人のレースより力が出るこ
ーに
リレ
、
なく
ろん
もち
では
意味
上がるという
陸上でメダルを取る快 挙
礼!）が集まってオリンピックや世界
（失
４人
うな
さそ
のな
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も協
どう見て
ん。もともと人類は原始
外の力を発揮したからかもしれませ
想定
して
手に
ンを
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も、
たの
を達 成し
同士が協力することは
きました。目に見える範囲にいる人間
びて
き延
て生
作っ
団を
な集
小さ
の頃から
す。医療の世界におい
きな成果を得る可能性が高くなりま
で大
こと
する
そう
、
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動で
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ごく自然
いう点からも大正 解です。
は、人間が本来どんな動物なのかと
るの
てい
され
要視
が重
医療
ーム
てチ
小木曽
。
ってしまうのが困りものですけどね
にな
派閥
すぐ
団は
な集
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し、
ただ
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長野県立こども病院
外来名

月曜日

整形外科

二見

徹

火曜日
高橋

（第２・4）

小児外科
眼

北澤 憲孝
視能訓練

科

南
希成（AM）
（PM4時～5時予防接種相談）

総合小児科
南
総合小児科
棟 アレルギ－外来
外
来 血液腫瘍科

小池

外来医師担当表
松原
二見
加藤

淳（PM）

松原
酒井

光宏（AM）
典子(PM)

松原
二見

光宏
徹（AM）

克（PM）

服部

健吾（AM）

視能訓練
司（PM）
希成（PM）

北澤 憲孝
視能訓練（AM）

樋口

樋口
南

北澤 憲孝
視能訓練
南

希成（AM）

樋口

司（AM）

小池

由美（ＡM）

小林

法元（AM）

坂下
齋藤

一夫（AM)
章治 (PM)

坂下

一夫

倉田

敬

司

一夫
敬

坂下 一夫（AM）

循環器科

岡村
上松

達（AM)
耕太（AM）

安河内 聰
瀧聞 浄宏
内海 雅史
元木

成人移行期外来

金曜日

視能訓練

（ワクチン接種）

由美（PM）

循環器科

木曜日

好沢

坂下
倉田

（外科）

光宏
徹
博之※1

高見澤 滋（PM）

血液腫瘍科

（内科・外科）

水曜日

好沢
克（AM）
高見澤 滋（PM）

免疫・アレルギ－外来

血液・腫瘍外来

平成 29 年 9 月１日現在

原田 順和（AM）
岡村
達（AM)
上松 耕太（AM）

（外科）

安河内 聰
武井
瀧聞 浄宏
内海
武井 黄太（内科）

黄太（内科）
雅史（PM）

三澤

由佳 (AM）

篠山

大明※2

博彦(AM)（第2・4）

リハビリテーション科
精神科

（再診のみ）

こころの診療科

重田
宮入

脳神経外科

裕明
洋祐

市野みどり
北原
梓(PM）
稲葉 雄二

泌尿器科

皮膚・排泄ケア外来

重田
金谷

稲葉

裕明
康平

雄二

重田
宮入
市野みどり
北原
梓(AM）

(午前は発達障害専門外来） (午前は発達障害専門外来） 稲葉
福山 哲広
福山 哲広(PM） 山内
山内 翔子(PM） 平林 伸一

神経小児科

雄二
翔子(AM）

裕明
洋祐

市野みどり(AM）
北原
梓(AM）

市野みどり(PM）

山内

稲葉
福山

翔子(PM)

雄二
哲広

高見澤

滋

武彦

宗像

俊

野口

昌彦(PM）

野口 昌彦(PM）
杠
俊介(PM）
矢口貴一郎(PM）
永井 史緒

竹内

浩一

小児外科

（胃瘻・中心静脈栄養外来）

新生児科

亀井
中村

良哉（AM）
友彦(PM)

廣間

武彦

関

形成外科

野口 昌彦
矢口貴一郎（AM）
星野 夕紀（AM）

安永

能周（AM）

野口 昌彦
矢口貴一郎
星野 夕紀

竹内

浩一

北
棟
外 総合小児科
来

（第4）

（内分泌・代謝）

麻酔科

大畑
古庄

遺伝科

聡子

中山 佳子（AM）
（第1）
（消化器）
水城 弓絵（AM）
（第2）
（内分泌）

廣間

（内分泌・代謝）

竹内 浩一（AM）
（内分泌・代謝）
大畑

淳(AM）
知己

高野

（ＡＭ11時～）

淳(AM）

亨子(PM)（第３）
北尻真一郎(AM)

耳鼻咽喉科

佐藤梨里子

循環器小児科
胎児心臓外来

産

吉田 志朗
髙木紀美代

科

リハビリテーション科

五味
三澤

優子(AM）
由佳(PM）

佐藤梨里子

佐藤梨里子

佐藤梨里子

武井

松井

安河内

黄太

吉田 志朗
髙木紀美代
三澤

由佳(AM)

五味

優子(AM)

三澤

由佳(PM)

（第1・3）
（第2・4）

彦郎

聰

（第1・4・5）

鈴木
横田

宏明(AM)（第2）
陽（AM)（第3)

瀧聞

浄宏

吉田 志朗
髙木紀美代

吉田 志朗
髙木紀美代

吉田 志朗
髙木紀美代

関

原田由紀子
村田マサ子(AM)

三澤

千夏

由佳(PM）

※1 整形外科の加藤医師は 3ケ月に1回第 3週のみ診察となります。
※ 2 精神科（こころの診療科）篠山医師は、再診のみです。外来の初診受付はしておりません。

★診察時間：午前９時～午後４時
★休診日：土・日曜日、祝祭日、年末年始
★受診には、原則として予約が必要です。
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予約専用電話

0263-73-5300

