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1.　高度で先駆的な成育医療の提供

2.　がんに対する高度専門的医療の提供

3.　救急医療を推進し地域医療に貢献

4.　臨床研究の推進

5.　生涯教育・研修・養成の推進
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近隣の医療機関・介護福祉施設の皆様には
日頃より大変お世話になっております。
さて、いわゆる三位一体改革として平成 31
年（令和元年）に地域医療構想、働き方改革、
医師偏在の医療提供体制の改革の方針が発
表されました。その年に院長に就任して以来、
改革に備え急性期病院としての機能の充実を
図るため救急患者受け入れ対応、病棟集約、
医師増員、手術室の増設など様々な対応を
行って参りましたが、この２年間はコロナの目
晦ましに遭い、まさか今年度の診療報酬改訂
では厳しい改定はないのではと油断しており
ました。しかし看護必要度の項目が大胆に見
直され、急性期一般入院料１（７：１）から
振るい落とされかねない状況と危惧しており
ます。地域の先生方に必要とされる急性期病
院として何とか生き残りをかけ奮闘していく所
存ですので尚一層のご支援ご協力をお願いい
たします。

明るく話題を変えまして、昨年度で野見山
亮統括診療部長が定年ご退任となりました。
おめでとうございます。野見山先生は平成 18
年に当院に第三診療部長として赴任され、当
院が佐賀県総合周産期医療センターの指定を
受けることができたのも、温厚な人柄で院内
の産婦人科、小児科だけでなく他の診療科お
よび佐賀大学附属病院、久留米大学附属病

院、佐賀県医療センター好生館との緊密な連
携体制の構築をされてきた先生のご活躍のお
蔭と心より感謝しております。退任後もしばら
くは当院の診療を継続いただき心強く思って
おります。

新しく長崎医療センターより阿比留正剛統
括診療部長が赴任されました。阿比留先生は
当院内科での勤務経験もあり、ご活躍を期待
しております。また今年度は新しく長崎大学
より麻酔科１名、形成外科１名を増員いただ
きました。益々急性期病院として充実した体
制を取って参りたいと思います。

2024 年の SAGA2024（国民スポーツ大会）
の開催に合わせた SAGAサンライズパーク（佐
賀県総合運動場・総合体育館エリア）の整備
に伴い、当院への出入りは大変ご迷惑をお掛
けしておりました。ようやく周辺道路の舗装
も終了し、この秋新しいアリーナが病院駐車
場の国道西側に完成予定とのことです。しか
し新しいアリーナには駐車場を備えておらず、
当院の駐車場が最も近いため、イベント開催
時には当院の用件外の駐車が危惧されます。
そこでやむを得ず料金等利用のご案内の変更
を行います。病院ご利用の皆さまにはご不便
をお掛けするかと思いますが何卒ご理解ご容
赦をお願いします。
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3 月 31日をもちまして統括診
療部長、産婦人科部長を定年退
職いたしましたのでご報告いたし
ます。2006 年に佐賀県立病院好
生館（現在佐賀県医療センター）
より佐賀病院に参りました。前
任の先生方も既に佐賀県の周産
期センターとしての役割を担われ
ていたのですが、部長退職があ
り私が後任となりました。当時、
産婦人科医は 4 名体制で当直は

おけず自宅待機で、入院等があ
れば駆けつけるといった体制で
した。ご紹介頂いた先生と患者
さんの方が先に当院へ到着され
る事態もあり、色々とご迷惑を
お掛けしたことと存じます。その
後、病院の建て替えに伴い総合
周産期母子医療センターの設備
を整え、医師の当直体制も、佐
賀大学や他の病院の当直医派遣
を加えて頂き、常勤麻酔科医に
も来て頂き、指定を受けることが
出来ました。病院全体で取り組
んで頂いた賜物でした。その後、
産婦人科医師も徐々に増やして
頂き、現在は、久留米大学から
の派遣医師 3 名を加えて10 名体
制で診療に取り組んでおります。
総合周産期母子医療センターの
指定を受けたことは大変大きく、
ご紹介も増えましたし、佐賀県
からの大きな支援を頂いておりま
す。少子化が進んではおります
が、佐賀県内に総合周産期母子

医療センターを維持することは必
須のことと感じております。また
新型コロナ流行のために中断し
ておりますが、年一回 9 回の佐
賀周産期フォーラムを一次医療
機関、行政、保健関連等いろい
ろな方に加わって頂いて開催で
きたことを感謝しております。多
数の方に出席いただき、熱心に
講演や討議を聞いて頂いたこと
を嬉しく記憶しております。
現在、病院の役割分担がはっ

きりしてきており、当院は周産期
医療に特化しております。婦人科
のご紹介については原則外来診
療までと、ご迷惑をお掛けしてい
ることをお詫び申し上げます。産
婦人科部長は、4 月から津村圭
介に交代しております。私自身は
非常勤医師として水木金に外来
診療に携わらせて頂いておりま
す。これからも変わらぬご支援ご
紹介の程、よろしくお願いいたし
ます。

この度、統括診療部長として赴
任してきました阿比留正剛と申し
ます。私は、対馬という長崎県の
島で中学までを過ごしました。平

成 4 年長崎大学を卒業後、長崎
大学第一内科に入局し、その後そ
こから分派した消化器内科に所属
しております。佐賀病院には第一
内科人事で 26 〜27年前の平成 7
年 9月から平成 8年 3月まで勤務
しました。その際当院の薬剤師で
あった妻と知り合いました。病院
が新しくなっているので、その頃
の面影はほとんど残っておらず初
めての病院に赴任した感じです。
大分病院、川棚病院、琴海町

立病院でも一般内科医として勤
務し、前任地の長崎医療センター
で19 年間肝臓内科医として勤務
しました。長崎医療センターでは
検査データの蓄積があったこと

もあり、エクセルや統計ソフトを
使った臨床研究を楽しむようにな
りました。また、病院のシステム
などもデータを収集・解析するこ
とで、俯瞰し問題点や対処法が見
いだせるのではないかと考えるよ
うになりました。
佐賀病院では、私自身にとって

は新たなことが求められると思い
ますが、それに適応すべく勉強し
て参りたいと思います。
コロナ禍での赴任なので馴染

むのに時間を要すると思います。
よろしくお願いいたします。

前統括診療部長

野見山　亮

統括診療部長

阿比留　正剛

「-」→「〜」
変更しています
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４月１日付で東佐賀病院より
赴任して参りました事務部長の
城島と申します。どうぞよろしく
お願いいたします。地域の医療
機関の先生方をはじめ、介護福
祉施設の皆様方におかれまして
は、日頃より佐賀病院の運営に

ご支援ご協力をいただきまして
厚くお礼を申し上げます。
新型コロナウイルスへの対応

も３年目に突入し、収束しそう
で中々先が見えないもどかしい
状況が続いており、地域関係機
関の皆様におかれましては感染
対策など非常にご苦労されてい
ることと思います。このようなコ
ロナ禍においても、本年度は、
医師の働き方改革への対応、地
域医療構想を含む第８次医療計
画の策定に向けた病床の機能
分化、連携に関する議論などが
待ったなしで進められる予定で
す。しっかりと対応していかなけ
ればなりません。
当院は地域医療支援病院とし

て、高度急性期の周産期医療、

２次救急等の急性期医療、がん・
肝疾患の診療を担うために診療
機能強化を図って参りました。
入退院支援センターを中心に、
入院前から退院まで患者さんに
対する支援をスムーズに行い、
退院後の社会復帰や地域で安
心した療養生活が行えるよう地
域関係機関との連携強化に努め
ております。職員一丸となって、
地域の医療機関の先生方、介護
福祉施設の皆様方と連携し、質
のよい医療が提供できるようこ
れまで以上に地域医療に貢献し
てまいりますので、これからも
佐賀病院をどうぞよろしくお願い
いたします。

４月１日付で嬉野医療セン
ター附属看護学校より参りまし
た荒川直子と申します。地域の
医療および介護福祉施設関係
者の皆さまには、日頃より佐賀
病院の運営にご支援ご協力を頂
き、心より感謝申し上げます。

2019 年初冬、新型コロナウイ
ルス感染症が初めて確認され、
翌年３月にはＷＨＯがパンデミッ
クを表明しました。その驚異的
な感染拡大は、私たちの生命観
や健康観の変化とともに、医療
者に対する期待が高まりました。
その期待に応えるため、令和４
年４月から第７次看護教育課程
がスタートしました。療養の場
中心の臨床看護から、人々の暮
らしの場で、あらゆる健康レベ
ルにある、多様な価値観をもつ
看護の対象に適切な看護を提供
するため、臨床推論や多職種お
よび他業種連携、ＩＣＴ教育が
始まりました。その中でも地域・
在宅看護論が基礎看護学の次に
位置づけられたことは人々の看

護に対するニーズを反映してい
ます。
円城寺院長から院是「人にや

さしく、仕事に厳しく」につい
てメッセージがありました。ここ
でいう仕事の厳しさとは専門職
の使命に対する責務と心得ます。
今、医療・保健・福祉施設は非
常事態が続いており、災害に等
しい状況です。療養される方々
に「安心・安全・安楽」な医療
や看護を提供するため、職員が
一丸となって地域の医療および
介護福祉施設関係者の皆さまと
の連携をはかり、地域医療に貢
献できるよう努力して参ります。
どうぞよろしくお願い申し上げ
ます。

事務部長

城島　賢二

看護部長

荒川　直子



新任医師のご紹介

医　師

New Face

石松　真人
いしまつ　　 まさと

専門分野：産婦人科一般
専門資格：産婦人科専門医

（自己紹介）
安全なお産を提供できるよう、日々精
進します。

山下　夏未
やました　　 なつみ

専門分野：産婦人科一般

（自己紹介）
総合周産期母子医療センターで経験値
を増やし少しでも貢献できるよう頑張
ります。
よろしくお願いいたします。

杉原　祐介
すぎはら　　ゆうすけ

専門分野：整形外科一般
専門資格：整形外科専門医

（自己紹介）
嬉野医療センターから整形外科医師と
して佐賀病院に着任しました。
地域の皆さまのお役に立てるように頑
張ります。

宮坂　悟
みやさか　 さとる

専門分野：整形外科一般

（自己紹介）
誠心誠意をもって診療させて頂きます。

久本　菜美
ひさもと　　　なみ

専門分野：産婦人科一般

（自己紹介）
患者さんに寄り添った医療を提供でき
るよう尽力します。
よろしくお願いします。

辻　史子
つじ　 　ちかこ

専門分野：麻酔科
専門資格：麻酔科専門医、麻酔科認定医
　　　　　麻酔科指導医
　　　　　J-RACE2019 合格
　　　　　緩和ケア研修会修了
　　　　　新生児蘇生法「専門」コース修了
（自己紹介）
患者さんとスタッフにとって安全で安
心な麻酔管理を目指します。どんな時
でも、冷静さとユーモアを忘れずに日々
学びをもって成長していきたいです。

松尾　大地
 まつお　　　だいち

専門分野：整形外科一般

（自己紹介）
出身は伊万里市です。佐賀大学を卒業
後、佐賀大学、嬉野医療センターでの
初期研修を経て、昨年度より佐賀大学
整形外科に入局しました。まだまだ至
らない点も多いと思いますが、皆さま
のお役に立てるよう精一杯頑張ります
ので、どうぞよろしくお願いいたし
ます。

井手　万里子
　いで　　　 　まりこ

専門分野：形成外科一般

（自己紹介）
初めまして。長崎大学形成外科より参
りました。私は鹿島市出身で武雄高校、
佐賀大学を卒業後、長崎大学形成外科
へ入りました。出身地で働けることを
嬉しく思っています。今年度より形成
外科は２人体制になります。皆さまの
お役に立てるよう精一杯頑張りますの
でよろしくお願いいたします。

産婦人科 産婦人科

整形外科

整形外科

産婦人科

麻酔科

整形外科

形成外科
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医　師

臨床研修医

松永　拓也
まつなが　　 たくや

専門分野：消化器内科
専門資格：認定内科医

（自己紹介）
消化器内科の特に消化管疾患を専門と
しております。
佐賀出身であり、佐賀の医療に貢献で
きるよう頑張りますのでよろしくお願
いいたします。

河内　久美
 かわち　　 　くみ

専門分野：新生児
専門資格：小児科専門医

（自己紹介）
長崎大学病院小児科から参りました。新
生児を専攻しています。医療圏の異なる
環境ではありますが、赤ちゃんや子ども
達のために少しでも貢献できるよう精一
杯がんばります。１年という短い期間で
すが、よろしくお願いいたします。

中村　圭佑
なかむら　　けいすけ

専門分野：小児科一般

（自己紹介）
４月より小児科に着任しました中村
圭佑と申します。地域の子ども達とご
家族に貢献できるよう精一杯頑張りま
すので、よろしくお願いいたします。

萩野　明日香
 おぎの　　　　あすか

専門分野：小児科一般

（自己紹介）
子ども達とご家族の笑顔に貢献できる
よう、精一杯努めます。
よろしくお願いいたします。

西島　君耶
にしじま　 　きみや

専門分野：皮膚科一般

（自己紹介）
この度、４月１日付で佐賀大学医学部
附属病院より異動となりました皮膚科
の西島君耶と申します。自分自身の研
鑽とともに地域の医療に貢献できるよ
う努めていきたいと思っております。
よろしくお願いいたします。

松雪　紀子
まつゆき　　のりこ

（自己紹介）
佐賀県鳥栖市出身で、大学では弓
道部に所属していました。甘い物
が大好きです！これから経験する
こと全てを自分の力にしていける
よう頑張りますので、ご指導の程
よろしくお願いいたします。

永浜　知晃
ながはま　ともあき

（自己紹介）
はじめまして。佐賀大学医学部から
来ました研修医１年目の永浜知晃で
す。大学ではサッカー部に所属して
おりました。立派な医師になれるよ
う謙虚に頑張っていこうと思いま
す。どうぞよろしくお願いします。

髙橋　悠之介
たかはし　  ゆうのすけ

（自己紹介）
研修医一年目の髙橋悠之介と申し
ます。学生時代はサッカー部と軽
音楽部に所属しておりました。持
ち前の体力を活かして、日々精進
して参ります。よろしくお願いい
たします。

浦　知佳子
うら　　　ちかこ

（自己紹介）
佐賀大学出身の浦知佳子です。佐
賀生まれ佐賀育ちです。二年間で
多くの経験を積み学んでいきたい
です。至らないこともあるかと思
いますが、精一杯頑張ります。ど
うぞよろしくお願いいたします。

羽生田　菜月
はにゅうだ　　 なつき

（自己紹介）
佐賀大学出身の羽生田菜月です。大
学では水泳部に所属していました。
これからたくさんのことを学び活か
していくために積極的に何事にも取
り組んでいきたいと思っています。
よろしくお願いいたします。

藤井　美香
 ふじい　　　みか

（自己紹介）
佐賀市出身で、大学までずっと佐
賀でした。医師としての自覚をも
ち、今まで支えてくれた人たち、
そして生まれ育った佐賀の方々に
早く貢献できるよう精一杯頑張り
ます。よろしくお願いいたします。

臨床研修医

臨床研修医

臨床研修医

臨床研修医

臨床研修医

臨床研修医

内　科 小児科

小児科 小児科

皮膚科

SAGA National Hospital6
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高齢化社会の到来に伴い、90 歳以上の心不全患者も
増加しています。また、日本における心不全入院患者数
も年に１万人以上のペースで増加しており、2019 年には
約 29 万人となっています。
2017 年に心不全のガイドラインが大きく改定されまし

た。心不全症状出現時（入院時）はすでにステージＣの
段階まで進行している状態（図１）であり、症状出現前の
０次予防、１次予防の重要性が説かれています。心不全
発症の危険因子である高血圧、糖尿病、動脈硬化性疾
患などを有する場合（心不全のステージＡ）は、その時
点から心不全予防に介入していくことが望まれています。
心不全の症状としては、労作時息切れ、呼吸困難な

どの左心不全症状、むくみ、食思不振などの右心不全
症状、倦怠感、四肢冷感、低血圧などの循環不全症状
などがあります。
高齢で息切れなどがある場合は、NT-proBNP の測定

を行い 400pg/ml を超える場合は一度精査を行うこと

が望まれます。その時点で心機能が保たれていたとして
も生活習慣や心不全危険因子への介入ができれば、心
不全入院を減らし健康寿命の延伸につながります。
息切れやむくみがあり、NT-proBNP>400pg/ml の場

合は循環器内科へご相談ください。

急性・慢性心不全診療ガイドライン（2017 年改訂版）より抜粋

図１ 心不全とそのリスクの進展ステージ
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２月 19 日（土）
妊娠期から子育て期にわたる
切れ目のない支援に必要な知識
や対応技術等の習得を目的とし、

子育て支援カウンセラー派遣事業研修会を開催
いたしました。本研修は佐賀県委託事業研修で
あり、平成30年度から開催し５回目となります。
今回の研修は「妊娠期から支える産前産後ケ
ア〜地域で取り組む母子支援〜」をテーマに、
佐賀大学医学部看護学科教授の佐藤先生、みや
き町産前産後サポートステーション管理者の三
島保健師、当院の森永臨床心理士、３名の講師

から講義や事業報告をしていただきました。
コロナ禍のためオンライン研修でしたが、医
師・保健師・心理士等、45 名が参加されました。
参加者からは、コロナ禍における妊産婦の心理
や育児環境が理解でき、今後の産前産後ケアに
活かしたい等のご感想が多くありました。
今般、出産後１年以内に、母子の心身の状態
に応じた保健指導や相談を行う「産後ケア事業」
を市町村の努力義務とする母子保健法が改正さ
れています。佐賀県内の産後ケア事業の展開に、
佐賀県総合周産期母子医療センターである当院
も、地域の役割として関係機関と連携し、切れ
目のない母子支援に携わりたいと思います。

新型コロナウイルス感染症の第６波
が猛威を振るう中、医療状況が逼迫し
ている地域への診療応援要請が国より
国立病院機構へ発出されました。要請
に基づき、佐賀病院からは島内杏子
看護師が国立病院機構東京病院へ派遣
（R4.3/10 〜 R4.5/31）されることが決
まりました。壮行会が執り行われ、円
城寺院長から激励の言葉を受けた島内
さん、体調に十分留意され業務遂行に
ご尽力ください。

佐賀県在住の妊産婦　無料オンライン相談をご紹介されました



第159回
第160回
第161回 ケースカンファランス

看護師長　甲斐 さおり

1
開催報告

第93回
医療従事者のための知っ得講座

看護師長　甲斐 さおり

2
開催報告
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　１月 24 日（月）に当院の中島弘治外科医長による
「急性虫垂炎に対する最新の治療指針」をテーマに虫垂
炎の最新エビデンスの紹介と治療オプションについて講
義をされました。妊娠合併急性虫垂炎（妊娠前期・妊娠
後期）、複雑性虫垂炎の手術例の紹介がありました。
　オンライン参加者を含めて 55 名の参加がありました。

　３月 28 日（月）に、肥前精神医療センターの松口和憲精神科医師をお招きして「アルコール依存症の早期介入と連
携」をテーマに、アルコール依存症の重症度
チェックとアルコール依存症の特徴と治療に
ついて、また現在の依存症治療は「断酒」だ
けでなく、「節酒」も治療目標として扱うと
講義され、生活習慣の行動変容を目指す短時
間の行動カウンセリングの「ブリーフイン
ターベーション」による早期介入について紹
介がありました。

　２月 24 日（木）糖尿病チームによる「血糖測定と糖尿病注射薬について」をテーマに注射と血糖測定の基本につい
て講義と血糖測定の実演とインスリン注射薬の使用方法について説明を行いました。今回、院外参加者はオンラインの
みとしました。そのため、血糖測定の実演はオンライン参加の方にもわかりやすく見やすいように工夫をしました。参
加者からは、「血糖測定の基本を学べてよかっ
た」「インスリン注射の保管と注意事項などため
になった」などの声が聴かれました。

　これからも、地域の方々に役立つ研修
を開催します。皆様の参加をお待ちして
おります。

　２月 27 日（月）に当院の橋本皮膚科医師による
「皮膚科紹介患者報告」をテーマに難治性皮膚潰瘍、ツ
ツガムシ病、日本紅斑熱、IgA 血管炎、帯状疱疹、アナフィ
ラキシー、多形紅斑など７症例の紹介がありました。リ
ケッチア感染症は、佐賀県中部地区内では、とくに大和
町、小城・多久地区在住の患者が多いと報告されました。

この度、第159 回、第160 回、第161回ケースカンファランスを当院、
外来棟研修ホールで開催いたしました

第93回医療従事者のための知っ得講座を外来棟研修ホールで開催しました。

佐賀病院では、肥前精神医療センターの松口医師・武藤医師が月に 2回（第 2・第４金曜日）
予約制で「アルコール（節酒）外来を開設しています。

ご紹介・ご予約は、入退院支援センターまでお問い合わせください。

ケースカンファランスに、毎回多数の参加をありがとうございます。当院へご紹介頂いた症例の報告や
珍しい症例の診断・治療などを各診療科毎に毎月ケースカンファランスを開催しております。

集合研修、オンライン研修の参加をお待ちしております。

第159回　外科ケースカンファランス

第161回　内科ケースカンファランス

第160 回　皮膚科ケースカンファランス
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地域医療連携係長・入院支援室係長　古川 園恵

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

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

94 回 5 月 26 日 地域医療連携室 「佐賀病院 NICU の紹介」
講師：尊田 知美（新生児集中ケア認定看護師　副看護師長）

95 回 8 月 26 日 ICT チーム 未定

回 開催日 担当診療科 タイトル

162 回 4 月 25 日 小児科
「周産期における新型コロナウイルス感染症」
～主に新生児の取り扱いを中心に（その２）～

昨年後半から激増する妊婦の感染症例を踏まえ、国内外の趨勢や佐賀県の現状を紹介します。

163 回 5 月 23 日 産婦人科 「ご紹介頂いた症例の報告」
日にちが近づきましたら、詳細をお知らせいたします

164 回 6 月 27 日 外科 未定

　４月１日より鹿児島県の指宿医療センターから異動でこちらに参りました。
　元々佐賀県の出身ですが、看護学校から寮に入りましたので、そこから ?0 年ぶりに佐
賀県民となりました。配属は入退院支援センターです。入退院支援センターは、地域の医
療機関・介護施設に関係する方々に対して「活発・明るく・風通しの良い顔の見える連携」

を、また、患者さんが質の高い治
療を受け、安心して入院生活が送
れるように、スタッフ一同、様々
な相談に応じ「優しく、頼られる
入退院支援センター」を目指して
努めて参ります。

　佐賀病院における良質な医療の
提供に貢献できるよう、気持ちを
新たに頑張っていきたいと思って
います。どうぞよろしくお願いい
たします。

ご挨拶
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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 
澤瀬　寛典 
河田　望美

井手　康史 
平井　　哲 
久冨　茜音 
河田　望美

江島　英理 
安部　友範 
澤瀬　寛典 
松永　拓也

江島　英理 
井手　康史 
安部　友範 
松永　拓也 
河田　望美

江島　英理 
井手　康史 
安部　友範 
平井　　哲 
河田　望美

午後診療（紹介患者のみ） 澤瀬　寛典 樋渡　　敦 安部　友範 内野　真純 当番医

糖 尿 病 ・ 内 分 泌 江島　英理 
河田　望美

河田　望美 
久冨　茜音 

（佐賀大医師）

江島　英理 
吉富　裕香 

（佐賀大医師）
江島　英理 
河田　望美

江島　英理 
河田　望美

循 環 器 内 科 樋渡　　敦 樋渡　　敦 内野　真純 樋渡　　敦 内野　真純
肝 臓 内 科 阿比留正剛 阿比留正剛 

井手　康史 井手　康史 井手　康史 阿比留正剛 
井手　康史

消 化 器 内 科 澤瀬　寛典 平井　　哲 澤瀬　寛典 
松永　拓也

井手　康史 
松永　拓也

井手　康史 
平井　　哲

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）
血 液 内 科 吉村麻里子 

（佐賀大医師）
内 視 鏡 検 査 

（ 予 約 制 ）
松永　拓也 
平井　　哲

澤瀬　寛典 
松永　拓也 平井　　哲 澤瀬　寛典 

平井　　哲
澤瀬　寛典 
松永　拓也

E S D 外 来 
（内視鏡特殊治療） 
（ 予 約 制 ）

第 2・第 5 週 
山口　直之 

（長崎大医師）

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
津村　圭介 
権藤佳奈子 
久本　菜美

上妻　友隆 
津田　聡子

小野　剛史 
石松　真人

大島　侑子 
池田　正純

津村　圭介 
小野　剛史 
山下　夏未

婦 人 科 津田　聡子 
山下　夏未 池田　正純 大島　侑子 

久本　菜美 石松　真人 権藤佳奈子

紹 介 ・ 新 患 上妻　友隆 
石松　真人

小野　剛史 
権藤佳奈子

池田　正純 
野見山　亮

山下　夏未 
野見山　亮

久本　菜美 
野見山　亮

超 音 波 外 来・ 
胎 児 心 エ コ ー 

（ 予 約 制 ）

第 2・4 週 
津村　圭介 
西川小百合 

（嬉野医療医師）

第 2・4・5 週 
上妻　友隆 
富野　広通

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 
水上　朋子

心臓血管 
佐賀大医師 

（第 1・3 週のみ）
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

江頭　秀一 
宮坂　　悟

日髙　信道 
松尾　大地

江頭　秀一 
杉原　祐介

日髙　信道 
宮坂　　悟

杉原　祐介 
松尾　大地

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 

井手万里子
鈴木　裕一 
井手万里子

鈴木　裕一 
井手万里子

鈴木　裕一 
井手万里子

皮 膚 科 橋本　明子 
西島　君那

橋本　明子 
西島　君那

橋本　明子 
西島　君那

橋本　明子 
西島　君那

眼 科 佐賀大学医師 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） 第 2・4 週 

肥前精神医療センター医師

■■ 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
令和４年４月１日現在

受付時間　午前８時30分～11時30分　　※新患は11時迄
　　　　　但し、小児科・整形外科は11時迄
　　　　　泌尿器科は月曜日のみ10時30分～12時30分


