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令和３年
新年のご挨拶

新年明けましておめでとうございます

令和３年　新年のご挨拶 副院長　江島 英理

令和３年　新年のご挨拶 統括診療部長　野見山 亮

院長　円城寺 昭人
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日頃より近隣の先生方、医療機関・介護福祉施設の皆様方には大変お世話になっております。本年も何

卒宜しくお願いいたします。

さて『一年の計は元旦にあり』、と言いますがその年にすべきことは元旦に計画を立てるべきという意味

と何事もはじめにしっかりと計画を立てることが肝要であるという意味で使われるようです。しかし、昨年

は綿密な計画で準備された東京オリンピックもコロナ禍で延期となり、年度初めに計画していたこと全て

が一変してしまいました。まさに全世界を巻き込んだ災害となり、予想だにしなかったことです。災害は

いつ起こるか予想できるものではありませんが、日頃の備えと臨機応変な対応が必用だと思われます。社

会の変化に合わせた変容変革が病院運営にも必要だと感じております。

新型コロナ感染症に対する、当院の対応としましては佐賀県からの要望により平日の帰国者・接触者外

来を設置し、新型コロナに対応した医療提供体制の強化（プロジェクトＭ）として、感染症指定医療機関

の佐賀県医療センター好生館、および佐賀大学医学部附属病院がコロナ治療に専念できるよう、三次救

急の負担軽減となるように当院は特定２次救急病院として指定されました。そのために昼間の救急担当医

を配備し、救急体制を強化し当院の救急車受け入れ率は 80 〜 90％で推移し、2020 年には 2300 件を超

える救急車を受け入れました。また第３波の到来に備え日・祝日、年末年始に地域外来・検査センターを

設置しました。コロナ抗原検査は早期に導入し、発熱患者の術前の陰性確認や 11 月からは PCR 検査体

制を整備し、妊婦の陰性確認などを行い院内感染対策のもとコロナ禍に国立病院機構の病院としてしっか

りと役割を果たす所存です。

少子化の変化に対しては地域医療構想による病棟集約の改革として、昨年 10 月に小児科病棟を２階病

棟に集約し、16 床削減し効率化を図りました。病棟集約により総合周産期母子医療センターとして母体・

胎児集中治療室（MFICU）および新生児集中治療室（NICU）の機能を強化しました。

昨年は新たに節酒外来を設置、内科午後外来を設置しました。また今年４月からは無痛分娩を施行す

るためにワーキンググループを立ち上げ準備を進めております。準備出来次第改めてご案内いたします。

今後も社会の変化に合わせ、また近隣の先生方のご要望に応えられる佐賀病院として更に変わってい

きたいと職員一同努力して参ります。本年も皆様のご支援ご協力を賜りますよう宜しくお願いいたします。
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新年明けましておめでとうございます。
「めでたさも中くらいなりおらが春」の句がどうしても

頭をよぎります。さて昨年は武漢における原因不明の肺
炎に関するニュースが気になりながらも、いつもと変わ
らぬ新年を迎えました。新型コロナウイルス感染が初め
て日本国内で確認されたのが 1 月 16 日、佐賀県内では
3 月 13 日でした。当院では院長の指示の下、新型コロ
ナウイルス対策会議を 2 月 4 日に立ち上げ対応に当たり
ました。第一の目標は院内に感染を広げないこと、しか
し一方では地域医療の中で COVID-19 診療に貢献する必
要があります。非常に難しい状況ですが感染管理認定看
護師をはじめ職員一同の協力により帰国者・接触者外来、
地域外来・検査センターを開設しています。二次救急対
応も救急隊による発熱トリアージに助けられながら積極
的に受け入れを行っています。

院長提唱のスローガン「人に優しく、仕事に厳しく」
を胸に、通常の活動も継続しています。医療サービス向
上委員会では、環境美化活動、外来のモニターの掲示内
容変更、挨拶アンケート等を行いました。総合外来への
コンシェルジュの配置も委員会からの提案で実現しまし
た。現在、マスク着用のため声が通りにくく、表情も見
づらくなっています。ご高齢の患者さんの中にはいつも
より聞き取りが困難になっている方も多く、より相手の立

場に立ったコミュニケーション
が求められます。また職員も
限られた勤務時間内で仕事は
増加の一途、プライベートで
の息抜きもままならずストレスが溜まりがちです。まずは
明るく、元気に挨拶をと取り組んでいる所です。

医療安全に関しては、より安心して入院治療を受けて
頂けるように各診療科のバックアップ体制を整えました。
医療安全管理係長を中心にゼロレベルのインシデントか
ら拾い上げ対策を立てており、随時、臨時医療安全対策
会議を開催するなど多職種で検討を行っています。

12 月には大規模地震を想定した避難訓練を行いまし
た。今回は地震により火災発生というシナリオでした。消
防署の方にも立ち会って、講評を頂きました。災害はい
つ起こるかわかりません。いざという時に落ち着いて行
動ができるように、今後も様々な状況を設定して訓練を
重ねていく予定です。

まだまだ先は見通せませんが、悪いことばかりではな
いはずです。今の状況は新しい時代の幕開けと捉え当院
も前進できればと思います。今後ともご鞭撻のほど宜しく
お願い申し上げます。

最後になりましたが皆様のご健康をお祈りいたします。

明けましておめでとうございます。
まずは、貴施設におかれましてはご紹介頂いたり、患

者さんを引き受けて頂いたりと旧年中大変お世話になり
ました。個人的にも色々な場面で色々な方にお力を貸し
て頂いたことと存じます。

周産期におきましても、少子化の影響もあり２病棟へ
の小児病棟統合がありましたが、関係者の努力で病棟は
大きな問題なく運用されております。新生児病床（NICU
および GCU）につきましては従来通り３階病棟にて新生
児高度医療を展開しておりますので、これまで通りご紹
介の程よろしくお願い申し上げます。

産婦人科におきましても、９名体制を維持して時間外
夜間の対応を強化しておりますので、遠慮なくご紹介の
程よろしくお願いいたします。

救急入院の際には、新型コロナウイルス対策で PCR
検査や抗原検査目的で鼻咽頭からの検体採取（２〜３

本）で患者さんに不快な思い
をお掛けすることと存じますが
よろしくお願いいたします。

さ て 本 年 の 干 支 は 丑 年、
「丑」の語源については赤ちゃんが右の手を伸ばした姿、

曲がっていたものが伸びる、始める、結ぶ、つかむなど
と解説されています。新年を迎えスタートする時期にふ
さわしい意味合いかと思います。

牛の姿は、鈍重な印象は受けますが、なかなか繊細
なところもあるようです。大事なことには、敏感に反応す
ることが必要ですが、些末なことにはこだわらない鈍感
力が大事である事を思い出させる姿かもしれません。

本年は、新型コロナウイルス対策でスタートする事に
はなると思いますが、牛の姿を思い浮かべながら、笑顔
を忘れずに皆様と打開していきたいと存じます。どうぞよ
ろしくお願いいたします。



リハビリテーション科

感染症に負けない体づくり
　現在、全世界がウイルス感染症（COVID-19）による感染拡大の脅威の中で、日々様々な不安を抱え
ながら過ごされている方も多いと思います。感染予防のため日頃の外出を控えるあまり日常的に運動不
足が起こっていませんか？感染に負けない体づくりとして、今回は自宅でできる運動をご紹介します！

　当院リハビリテーション科では、理学療法士（５名）、作業療法士（２名）を置き、主に整形外科疾患を
中心として、呼吸器疾患、形成外科疾患、小児疾患、その他加療により体力が低下した方などに対して、急
性期リハビリテーションを入院患者様中心におこなっています。スタッフの年齢も幅広く、経験豊富なスタッ
フから、勉強熱心な伸び盛りのスタッフなど個性豊かな面々で日々の診療を展開しております。

片脚立ち（右・左）
１分 ×３セット

腰を降ろした時、膝がつ
ま先より前に出ないよう
におこなうのがコツ！

不安な人は壁を使って…
１分間休まずチャレンジ
を！

スクワット
５～６回 ×３セット

注意点 注意点
椅子を横置きにして片手
で支えをつくるとお手
軽・安全!!

フロントランジ
左右交互に５～10 回 ×２～３セット

注意点

主任作業療法士
寺田　明生

チーム医療
職場紹介

SAGA National Hospital4

内科医師　河田　望美糖尿病の足病変について

糖尿病の足病変とは、“ 神経障害や末梢血流障害を

伴った下肢の感染症や潰瘍および深部組織の破壊 ” を指

し、神経障害と末梢血流障害それぞれが独立して危険因

子となります。日常診療の中では足の観察に時間を割く

ことが難しく、また、患者も少しの怪我や胼胝などは申

告しないことが多いため、気付いた時には感染が広がっ

ていたという経験をされた先生方もいらっしゃるのではな

いでしょうか。感染症や潰瘍が進行すると長期入院が必

要となることや、足切断に至ることも少なくないため、患

者の QOL を守るためには早期発見し治療にあたること

が重要です。海外の報告では、糖尿病患者の２〜３％

が活動性の足病変を有し、足切断率は年間 0.3 〜 0.6％

と報告されています。本邦で糖尿病患者 5000 人を対象

に実施された前向き研究によると、足潰瘍の年間発症率

は 0.3％、足切断率は年間 0.05％と海外に比べ少ない結

果ではありました。しかし、本邦の糖尿病有病者約 1000

万人（平成 28 年「国民健康・栄養調査」より）にあて

はめると、単純計算ではありますが年間 5000 人、都道

府県毎では年間 106 人の足切断患者が生じることになり

ます。HbA1c ８％以上と血糖コントロール不良な患者や、

過去に足病変の罹患歴がある患者ほど足病変のリスクが

高まることが知られているため、日常診療でもハイリスク

患者に対して積極的に足の観察を行うことが望ましいと

考えます。

当院の取り組みについて

当院では糖尿病重症化予防の一環として、2019 年４

月より主に火曜日と木曜日に外来フットケアを開始しまし

た。フットケアへの流れとしては医師が対象患者をピック

アップしフットケア外来の予約をとり、予約のある患者に

対して担当看護師がケアを行いま

す。フットケアには、佐賀県で年２回開催される専門の

フットケア研修を修了した看護師（当院では糖尿病療養

指導士）があたります。これまでの実施状況は、月５〜

10 名ほどで、繰り返しケアを行う患者も増えてきていま

す。しかし、現行の取り組みでは、時間（１人あたり 30

分以上かける必要あり）と場所（処置スペースの確保）、

人的要因（主治医が予約を入れないことには始まらない）

という問題により、ハイリスク患者全員の足を観察できる

段階には至っておりません。既存のフットチェックシート

などを活用しながら、外来の糖尿病患者全員にスクリー

ニングをかけ、よりハイリスク患者に対しフットケア外来

でケアを行うという診療形態を定着していけるよう模索し

ているところです。

糖尿病

神経障害

脂質異常症
喫煙
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障害
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の萎縮

痛覚・深部
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図１ 糖尿病足病変の発生機序
糖尿病専門医研修ガイドブック

改訂第７版
より引用

美化グループです。小さいですが花壇を作りました。コロナ禍で暗い話
題の日々ですが、１階の廊下を歩いたときに少しでも心の癒やしになれば
と思っております。春になると、チューリップの花が色づく予定です、お
楽しみに！（皆さん、花壇がどこにあるか探してみてください！）

國分（事務部）、辻丸（看護部）
鈴山（薬剤部）、長野（事務部）メンバー

森永（事務部）、甲斐（ボイラー）サポーター美化グループ
医療サービス
向上委員会
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超音波内視鏡検査（EUS）とは超音波装置を伴った内

視鏡を口から入れて、消化管の中から消化管壁や周囲組

織・臓器などの観察・診断を行う方法です。消化管癌が

壁のどの深さまで広がっているか（深達度）の観察、表

面には見えない消化管の粘膜下の腫瘍などの観察に用い

ます。また消化管周囲の臓器である膵臓・胆道（胆のう、

胆管）の観察にも用います。腹部超音波検査では消化管

ガス、骨などの影響を受けて膵臓・胆道の詳細な観察が

困難でしたが、超音波内視鏡検査ではそれらの影響が少

ないため、腹部超音波検査より詳細な観察が可能となり

ます。特に CT や MRI でも発見が難しい小さな膵臓癌を

早い段階で発見するために有用

な検査です。

また、膵臓癌などの膵腫瘍や消化管粘膜下腫瘍を認め

た場合、確定診断のために組織採取が必要なこともあり

ます。その際も超音波内視鏡を用いて、針で病変を穿刺

し組織を採取することで診断が可能となります（超音波

内視鏡下穿刺吸引法：EUS-FNA）。

当院では麻酔をかけて点滴をしながら検査を行いま

す。検査時間は超音波内視鏡検査のみであれば 20 分程

度、EUS-FNA であれば１時間程度です。EUS は１泊入

院もしくは日帰りで検査が可能です。EUS-FNA は入院で

行い、検査翌日に合併症（出血、膵炎など）がないこと

を確認し食事を開始しております。

内科医師　赤司　太郎

当院では 2020 年 12 月から超音波内視鏡機器を
常備しており、いつでも検査可能となっております。
超音波内視鏡検査が必要な場合は、当院消化器内
科まで御紹介下さい。超音波内視鏡（EUS） EUS-FNA による腫瘍穿刺
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　コロナ禍で大変な状況下、開催が危ぶまれていたクリスマスコンサートですが、患者さんに少しでも『安らぐ空
間』と『ホッとする時間』を過ごしていただきたいという思いの中感染対策を講じて、今年の開催を決定しました。
昨年に続きジャズピアニスト・作曲家の『小國雅香（おぐに もとか）』さんと当院２年目の井医師に演奏をお願い
してクリスマスコンサート 2020 の開演です ･･･。
　暖かい雰囲気と優しいメロディが会場を包みながら、素敵な時間がゆっくりと過ぎていきました。今回は密にな
らないように会場だけでなく、初の試みとして WEB 配信で各病棟にコンサート LIVE 映像をお届けしました。患
者さん、職員の皆さん素敵なクリスマスをお過ごしください ･･･。

　令和２年 12 月 17 日（木）に、救
急運営委員会主催で第２回佐賀病院救
急医療研究会を開催しました。
　救急医療研究会は広域消防局と
NHO 佐賀病院との合同研究会として
昨年度から取り組み、前年より大幅な
参加者増となりました。
　活発な質疑応答もあり、予定時間１
時間 30 分を大幅に超過してしまいま
した。（演題はポスターのとおり）
　研究会後半では、新型コロナに係る
シンポジウムとして、消防局、看護、
検査、診療部門の各立場での対応策に
ついて講演がありました。日頃関わり
が少ない部門より具体的な対応策を聞
くことが出来、現場での困難さ切迫さ
を改めて実感することが出来ました。
　当研修会では、密を避けるため事前
出席者を確認し、サテライト会場も準
備しました。

症例検討会
　座長：樋渡　敦　　佐賀病院循環器科医長
　１）救急搬送データから見える佐賀病院の救急医療の現状

佐賀病院　経営企画係長　山口 遙奈
　２）背部痛のため独歩で受診され三次へ搬送した事例を通しての学び

佐賀病院　副看護師長　小柳 聖子
　３）COPD 急性増悪疑いで搬送後急激な酸素化低下を来した１例

佐賀病院　医師　池田 宏器
　４）適切な病院選定を目指して

佐賀広域消防局佐賀消防署東分署　救急係　主査　今村 裕輔

シンポジウム
　「新型コロナ（COVID-19）にかかる取り組み状況と課題」
　座長：安部 友範　佐賀病院内科医長
　シンポジスト：
　　　①コロナ禍における救急隊の感染防止対策について

北部消防署　警防１課　救急係　係長　坂口 栄太
　　　②当院における院内感染対策について

佐賀病院感染対策担当　執行 えりこ
　　　③新型コロナウイルス感染症の検査法について

佐賀病院臨床検査技師　蒲原 恵里
　　　④当院で経験した新型コロナ感染者の症例ついて

佐賀病院内科医師　河田 望美

第２回佐賀病院救急医療研究会　プログラム
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　佐賀病院は中部医療圏の中で２次救急の役割をもつ急性期病
院でありますが、当院の救急車の受け入れ件数は平成 28 年度
1242 件（受け入れ率 60％台）まで低迷しておりました。当院
が２次救急医療機関としての役割を果たせるように、各診療科の
バックアップ体制を整備し、看護部を始めとした各部署、スタッ
フの協力のもと救急医療の充実を目標とし、平成 29 年度 1734
件、平成 30 年度 1762 件（受け入れ率約 80％）、受け入れるよ
うになりました。
　令和２年度の診療報酬改定により救急車受け入れ 2000 台以上
で地域医療体制確保加算がつくこととなり、更なる救急医療体制

の充実を目標とし、令和元年度（元年４月～２年３月）は 82.3％受け入れ率、2058 台
の救急搬送を受け入れました。しかしその要件は、前年の１～ 12 月の実績が対象とされ
たため、同期間には 1995 件と 2000 件にわずかに及ばず今年度の地域医療体制確保加
算対象病院とはなれませんでした。この悔しさを胸に刻み今年度は 2100 件を目標に職員
一丸となり歯を食いしばって頑張ってきました。おかげ様で 12 月末を待たずに目標を達
成いたしました。
　救急部を中心に夜間も断らず診療に応じた内科系、外科系の先生方、外来担当看護師、
当直師長・副師長、検査科、放射線科技師、事務他、全職員の努力の結果だと思います。
有難うございました。
　未曾有の国難ともいえるコロナ禍において、佐賀
県からの要請は特定２次救急指定病院として、コロ
ナ感染症患者の治療にあたる、佐賀県医療センター
好生館、佐賀大学附属病院の救急における負担を軽
減せよと依頼されました。今回の目標 2100 件の到
達はその役割を十分に果たせたものと思われます。
　まだまだコロナの収束の兆しは見えませんが益々
中部医療圏における救急医療の役割を果たせるよう
努力して行きたいと思います。

令和２年 12月４日
防火防災訓練を実施しました。
　今回は、佐賀平野を震源とする震度６の地震が発生し、さらに２次災害とし
て厨房から火災が発生するという想定で訓練を行いました。
　災害マニュアルやアクションカードをもとに患者や職員の安全を確保し、建
物の倒壊やライフラインの確認を行いました。初期消火のために持ち寄った消
火器が避難のときに通路を塞ぐ障害物となったことなど、訓練に取り組む中で
気づくことも多く、万が一の災害に備えた準備の重要性を認識するきっかけと
なる非常に有意義な訓練となりました。



第148回
国立病院機構佐賀病院ケースカンファレンス

第86回 佐賀病院
医療従事者のための知っ得講座

地域医療連携室係長・入院支援室係長　甲斐 さおり

地域医療連携室係長・入院支援室係長　甲斐 さおり

2
開催報告

1
開催報告

SAGA National Hospital8

　11 月 24 日（火）、当院研修ホールにて第
148 回国立病院機構佐賀病院ケースカンファ
レンス（小児科）を、新型コロナウイルス感
染予防対策として会場の席幅及び十分な換気
等を行った上で開催いたしました。
　当院小児科 冨野広通医師を講師に、「当院
NICU における新生児・乳児消化管アレルギー

（いわゆるミルクアレルギー）の実情」をテー
マでミルクアレルギーの診断に至るまでの過

程や急性期の対応、その転帰についてご講演
いただきました。今回より Webex によるオ
ンライン併用の研修となり、院外参加者は
12 名、そのうちオンライン参加者は５名で、
小児科・産婦人科の先生方だけでなく内科、
県や市町村の保健師、助産師、看護師の参加
があり、とても関心が寄せられたカンファレ
ンスとなりました。

　11 月 27 日（金）、当院研修ホールにて第
86 回佐賀病院地域医療連携セミナー医療従
事者のための「知っ得講座」を開催しました。
　講師は当院栄養サポートチームメンバーで

「事例から学ぶ NST の効果」～各専門職から
のアプローチ～のテーマで事例から各担当部

署がどのような関り、改善していったのか２
症例を紹介していただき、様々な職種からの
アプローチについて知る事が出来ました。
　院外から管理栄養士、看護師、介護福祉士、
認知症地域支援推進員など９名の参加があり
ました。
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地域医療連携係長・入院支援室係長　甲斐 さおり

自身による体調チェックに留意した上で、マスク着用し、ご参加ください

新年あけましておめでとうございます。
　日頃より当院の運営にご協力いただきありがとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申しあ
げます。
　当センターは、令和２年７月１日より高木紀人入退院支援センター室長、赤司太郎センター副室長
を迎え、入退院支援センタースタッフ一同、今年も「明るく活発に、きめ細かい地域連携」をモットー
に質の良い医療の提供に努め、地域に根ざした病院を目指していきます。
　昨年訪問の際は、診療のお忙しい中、ご対応いただきありがとう
ございました。地域の医療機関の皆様の貴重なご意見・ご要望は院
内で共有し、運営に反映させていただいております。
　昨年は４月から内科の午後診療、９月から節酒外来を設置し、近
隣の先生方へご案内させていただきました。受診や予約のご相談を
ありがとうございます。本年もより一層、地域の医療機関との連携
強化に努め、地域に根ざした病院を目指して参ります。
　本年もよろしくお願いします。

今後の新型コロナウイルス感染拡大状況により、中止・延期の可能性もあります

回 開催日 担当 タイトル 

87 回 １月 15 日 褥瘡チーム 当院における褥瘡予防対策について
～褥瘡予防のための栄養管理・ポジショニング・看護の実際について～

88 回 ２月 26 日 糖尿病チーム 未定

回 開催日 担当診療科 タイトル

149 回 １月 25 日 外科 大腸憩室炎に対する外科治療
～大腸憩室症ガイドラインに基づくマネジメント～

150 回 ２月２日 皮膚科 リケッチア感染症の２症例
～佐賀病院で経験したリケッチア感染症の２症例を報告～

151 回 3 月 22 日 内科（内分泌） 当院の糖尿病診療について
～当院の糖尿病診療についてご紹介頂いた症例のご報告～

　　　　　　　　　　　令和２年度「ハイリスク児養育支援者育成研修Ⅰ・Ⅱ」、「佐賀総合周産期フォーラム」
の研修を計画しておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止対策により開催中止といたしました。
　令和３年度は開催予定としておりますが、今後の新型コロナウイルス感染拡大状況により、中止・延期の
可能性もあります。

研修中止のご案内
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曜日
診療科 月 火 水 木 金

内
科

一 般 内 科

江島　英理 
安部　友範 
赤司　太郎 
遠山　志穂 
島　正義

熊谷　貴文 
赤司　太郎 
河田　望美 
遠山　志穂 

島　正義（第２・第４）

江島　英理 
熊谷　貴文 
安部　友範 
赤司　太郎 
行元　崇浩

江島　英理 
熊谷　貴文 
安部　友範 
行元　崇浩

江島　英理 
熊谷　貴文 
安部　友範 
河田　望美 
行元　崇浩

午 後 診 療 
（紹介患者のみ） 安部　友範 熊谷　貴文 樋渡　敦 遠山　志穂 当番医

糖 尿 病 ・ 内 分 泌 江島　英理 
河田　望美

河田　望美
岸川　まり子

（佐賀大医師）

江島　英理
岸川　まり子

（佐賀大医師）
江島　英理 江島　英理 

河田　望美

循 環 器 内 科 樋渡　敦 樋渡　敦 千原　敦子 
（佐賀記念医師） 樋渡　敦 検査日

肝 臓 内 科 島　正義 熊谷　貴文 熊谷　貴文 熊谷　貴文 熊谷　貴文
消 化 器 内 科 赤司　太郎 

遠山　志穂
赤司　太郎 
遠山　志穂

赤司　太郎 
行元　崇浩

熊谷　貴文 
行元　崇浩

熊谷　貴文 
行元　崇浩

呼 吸 器 内 科 安部　友範 安部　友範 安部　友範 安部　友範
腎 臓 内 科 岸　智恵 

（佐賀大医師）

神 経 内 科
第３ 

鈴山　耕平
（佐賀大医師）

血 液 内 科 吉村　麻里子
（佐賀大医師）

内 視 鏡 検 査 
（ 予 約 制 ） 行元　崇浩 行元　崇浩 遠山　志穂 赤司　太郎 

遠山　志穂
赤司　太郎 
遠山　志穂

E S D 外 来 
（内視鏡特殊治療） 
（ 予 約 制 ）

第２・第５
山口　直之 

（長崎大医師）

第４ 
下田　良 

（佐賀大医師）

外
科

一 般 外 科 森内　博紀 
川原　大輔

円城寺　昭人
（新患のみ）

峯　由華
円城寺　昭人
中島　弘治

森内　博紀 
川原　大輔

円城寺　昭人
中島　弘治 
峯　由華

乳 腺 外 科 川原　大輔 森内　博紀（新患のみ） 
峯　由華 中島　弘治 森内　博紀

産
婦
人
科

産 科 野見山　亮 
大隈　香奈

品川　貴章 
津田　聡子

小野　剛史 
宗　邦夫

野見山　亮 
大島　侑子

津村　圭介 
吉武　薫子

婦 人 科 津田　聡子 大島　侑子 大隈　香奈 吉武　薫子 宗　邦夫
紹 介 ・ 新 患 大島　侑子 

小野　剛史
野見山　亮 
宗　邦夫

野見山　亮 
吉武　薫子

津村　圭介 
津田　聡子

品川　貴章 
大隈　香奈

超 音 波 外 来・
胎 児 心 エ コ ー

（ 予 約 制 ）

野見山　亮
西川　小百合 

（嬉野医療医師）

小
児
科
（
予
約
制
）

一 般 小 児 科 当番医 
髙栁　俊光

当番医 
髙栁　俊光

当番医 
髙栁　俊光

当番医 
髙栁　俊光

当番医 
髙栁　俊光

検 診 乳児検診
当番医

未熟児検診
当番医

専 門 外 来

小児外科
好生館医師 

（第２・第４週のみ）
小児神経（第１・３週）

石井　清久 
（佐賀整肢学園医師）

小児慢性
髙栁　俊光

心臓血管
佐賀大医師

発達外来
当番医

アレルギー・小児腎
佐賀大医師 

（第２週のみ）
放
射
線
科

放 射 線 岡田　秀樹 
阿比留　一

岡田　秀樹 
阿比留　一

岡田　秀樹 
阿比留　一

岡田　秀樹 
阿比留　一

岡田　秀樹 
阿比留　一

放 射 線 治 療 江川　亜希子
（長崎大医師）

整 形 外 科 
リハビリテーション科 相良　学 日髙　信道 日髙　信道

中川　晧一朗 相良　学 中川　晧一朗
泌 尿 器 科 髙木　紀人 髙木　紀人 髙木　紀人 髙木　紀人 髙木　紀人
形 成 外 科 鈴木　裕一 鈴木　裕一 鈴木　裕一 鈴木　裕一
皮 膚 科 田中　佳世 

越智　彩
田中　佳世 
越智　彩

田中　佳世 
越智　彩

田中　佳世 
越智　彩

眼 科 河田　康祐 河田　康祐 河田　康祐 河田　康祐 河田　康祐
耳 鼻 咽 喉 科 佐賀大医師 佐賀大医師
脳 神 経 外 科 吉岡　史隆

（佐賀大医師）
節酒外来（第２・第４金曜日） 武藤・福田

（肥前精神医療センター）
※学会や出張等により担当医が休診又は代診となる場合もありますことをご了承ください。

■■ 外来診療担当医表 国立病院機構　佐賀病院
〒849-8577　佐賀市日の出一丁目20-1

TEL：0952-30-7141  FAX：0952-30-1866
連携室直通FAX：0120-872-882令和３年１月１日現在

受付時間　午前８時 30 分～ 11 時 30 分
但し、小児科・整形外科は 11 時迄


