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近隣の医療機関並びに介護・福祉施設の皆様、明けましておめでとうございます。

常日頃から大変お世話になっております事を紙面を借りまして、厚くお礼申し上げます。

さて、昨年末は２年前と同様に12月の押し迫った中で衆議院議員選挙が行われました。佐

賀県ではこれまでの全県３区から全県２区へと新たな選挙区での初めての選挙で、新しい衆

議院議員も誕生しました。今後も国政の立場からの広い視野での政治とともに、佐賀県への

応援もお願いしたいと思います。

ところでＮＨＯ佐賀病院の病棟は新築してすでに５年が経過いたしました。昨年10月には

電子カルテも導入し、患者さんの療養環境のみならず、医療従事者の働く環境や看護学生な

どの教育環境も一変致したように思います。しかし、診療内容に関してはまだ力不足の領域

がたくさんありますので、今後も診療内容の充実を計って行きたいと考えています。

昨年３月から始まりました新外来・管理棟Ⅰ期工事は今年１月末には終了しました。これ

までは竣工から54年目を迎える古い外来治療棟で放射線科が、また仮設棟で臨床検査科が頑

張っていましたが、２月中旬からは臨床検査部門の全てと放射線検査の大半（RI検査を除く）

が真新しい棟で稼働いたします。又、７月からは放射線治療機器も10年以上の休止を経て再

稼働する予定となっています。

佐賀県からの助成金をいただいて今回の建物に加えることができました総合周産期母子医

療・地域医療研修センターもその４階部分に併設しており、講演会などで200名を収容でき

るホールと約40名を収容できる小会議室を２つ確保できました。今後は母子医療分野に限ら

ず、又院外の方々にもいろいろな研究会・学会などに御利用いただければ有り難いと思って

います。

春からは新外来・管理棟Ⅱ期

工事が始まります。この工事の

内容は一般外来と救急室、及び

リハビリテーション室、ヘリポー

トが含まれ、平成28年10月完

成の予定です。今回も工事中は近

隣の方々や患者さん並びに医療・

介護関係の方に多大なご迷惑を

お掛けいたしますが、何卒ご理解

の程お願い申し上げます。 平成 27 年１月 25 日現在
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平成 26 年３月 31 日に着工した放射線部門、検査部門、管理部門、医局及び研修センター（正式名「総合周産
期母子医療・地域医療研修センター」）などで構成される地上４階建ての外来管理棟の１期工事については、平成
27 年１月 25 日に無事完成しました。
なお、建物内部の様子につい
ては、次回の広報誌の中で詳
しくご紹介いたします。　
さて、今回はまもなくスター
トする２期工事について、工
程と内部配置についてご紹介
いたします。
２期工事で建設する新棟は、
平成 28 年秋の完成を予定して
おり、１階に救急、外来診療
科（内科、循環器内科、小児科、
外科、整形外科）、総合受付が、
２階には外来診療科（形成外
科、皮膚科、泌尿器科、産婦人
科、眼科、耳鼻咽喉科）、３階
にはリハビリテーション室が、
そして塔屋階（病棟５階と同
じレベルの高さ）にはヘリポー
トを配置します。
工事が順調に進むと、平成
28 年秋頃には外来管理棟が完
成して新しい佐賀病院をお目
にかけることができる計画に
なっています。この間、患者
さんをはじめ皆さまに大変ご
迷惑をおかけすることになり
ますが、何卒ご理解とご協力
をお願いいたします。
工程表と配置図については、
次のとおりです。

区　　　分
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

【2-1期】	 仮設棟１改修工事

【2-2期】	 仮設設備撤去
	 渡廊下棟１及び廃棄物庫棟
	 増築工事
【2-3期】	 既存外来棟解体工事

【2-4期】	 外来管理棟２期増築工事

仮設棟１改修2ヶ月

仮設設備撤去、渡廊下棟１及び廃棄物庫棟増築2.5 ヶ月

既存外来棟解体3ヶ月

外来管理棟２期増築12.5 ヶ月
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はじめに
・急性胆嚢炎は早期診断、早期治療が非常に重要です。
初期対応として保存的加療により、一見緩解しても短
期間に再燃する可能性が高く、早期の胆嚢摘出が推奨
されています。

背　景
急性胆嚢炎の原因としては、胆嚢結石症が最も多く、
日本人の胆嚢結石保有率は 1000 万人を超え、そのう
ちの有症状化率は年に約１〜３％と言われています。
また胆嚢結石指摘後の最初の１〜３年に有症状化する
確率が高いとも言われています。右季肋部痛や発熱な
どの典型的な症状や愁訴が出ない場合もあり、丁寧な
問診と症状出現時には早期に受診するように、胆嚢結
石保有者には注意喚起をすることが、急性胆嚢炎の早
期診断には重要であると考えます。胆嚢結石保有者は
無症候性であれば手術の積極的適応とは言えないので、
外来での経過観察を行うことが多いのですが、総胆管
結石症は、症状がなくても、胆管炎の発症を前提とし
て治療を行うことが推奨されています。その治療の際
には経十二指腸乳頭的な内視鏡的砕石に加えて腹腔鏡
下の胆嚢摘出術も行います（図１）。従って、無症候性
胆嚢結石症の場合でも、総胆管結石合併の有無の検査
が定期的に必要です。

治療方針
急性胆嚢炎は重症度により軽症・中等症・重症に分
類（TokyoGuidline13・参考１）されます。
軽症では早期の胆嚢摘出術が推奨されていますが、

抗生剤投与による保存的治療が選択される場合もあり
ます。しかし、保存的治療により一旦は症状が消失し、
血液検査で炎症反応が正常化し、一見奏効したかのよ
うでも、胆嚢の状態は炎症により脆弱化しており、機
能も低下している症例が非常に多く見られます（図２）。
また、保存的治療後の再発率は 19〜 36％と報告され
ています。従って、当院では原則として緊急手術を第
一選択としております。

壊疽性胆嚢炎や周囲膿瘍を伴う顕著な局所炎症所見
を認める場合は、中等症に分類されます。中等症も胆
嚢摘出術の方が推奨されていますが、患者の状態によ
り胆嚢ドレナージを選択する場合もあります。また、
発症から72時間以上経過した症例も中等症に分類され
ています。これは、発症から３〜５日目になると、胆
嚢は浮腫性変化の後に組織の壊死性変化が起こってき
ます（図３）。この状態では手術の難易度も高くなりま
すので、発症から 72 時間以内の手術が推奨されてい
ます。当院では、原則として中等症までの急性胆嚢炎は、
緊急胆嚢摘出術を第一選択としております。

図１

図２

図３
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臓器障害による全身状態をきたし、厳重な呼吸管理
や循環管理を要する状態は、重症に分類されます。こ
のような重症例では耐術能が高度に低下しており、安
全性を担保するためには、胆嚢摘出術ではなく胆嚢ド
レナージの方が推奨されており、当院でも同様に対応
しております。特に高齢者の無石胆嚢炎（図４）では
重症化しやすいので、早期に精査を行い、重症化する
前に外科的介入を行うことで、不幸な転機を回避すべ
きと考えています。

手　術
腹腔鏡下胆嚢摘出術は現在標準手術として定着して
います。2013年の内視鏡外科学会アンケートでは、全
国で約 27.000 例／年（胆嚢摘出術全症例の約 80％に
相当）が施行されています。この内、急性胆嚢炎が約
3.300 例を占めています。以前は適応外とされていま
したが、現在では急性胆嚢炎に対しても、腹腔鏡でア

プローチする方針としている施設が約 90％です。ま
た、高齢化により上腹部手術の既往がある症例も少な
からず認めますが、以前は手技的困難により腹腔鏡下
胆嚢摘出術の適応外とされていましたが、これらの症
例に対しても腹腔鏡でアプローチする症例が約90％で
す。当院でも、原則として腹腔鏡でアプローチしてい
ます。平成 23年１月〜平成 26年 11月までに胆嚢結
石症・急性胆嚢炎に対して、当科で施行した胆嚢摘出
術は233例です。そのうち227例（約 97％）を腹腔鏡
でアプローチし、212例（約 90％）を腹腔鏡下で完遂
しています。15例は解剖不明と出血コントロール不能
により、術中に開腹手術に移行することで、重篤な偶
発症や合併症を回避しました。胆管損傷や臓器損傷な
どの危険性を回避して、安全性を担保することが、最
も重要であると考えています。

最後に
胆嚢炎は急性腹症入院患者の３〜 10％を占める、い
わゆる common・disease です。日常診療でよく遭遇す
る疾患ですが、炎症の程度や症状により、診断と治療
方針に苦慮する場合もあります。胆嚢炎が否定できな
い場合には、可及的早期に外科的介入を行うことで、
病悩期間の短縮と早期社会復帰が可能であると考えて
います。

参考１急性胆管炎・胆嚢炎診療ガイドライン2013
―Tokyo・Guidelines・13 新基準掲載―

図４

感染制御チ－ム（ICT：Infection・Control・Team）は、
医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、事務などで構
成されています。医療関連感染を制御するのがチーム
の役割ですが、各スタッフが専門的知識をもって対応
します。
今回は、臨床検査（細菌検査）技師の活動内容を紹
介します。（主な活動内容を図１に示します。）
病原微生物や薬剤耐性菌のほとんどが、細菌検査室
で検出され同定されます。
認定技師が、専門的知識や技術をもって、迅速かつ
正確な検査結果を報告することで、早い治療や、早い
感染制御対策に結びつくと思います。
国外からの強病原体の侵入、日本での熱帯地域感染
症の増加、カルバペネム耐性腸内細菌（CRE）など、
薬剤耐性菌は進化し複雑化し蔓延傾向にあります。

今後も我々は、新しい知識と技術の取得を常に心が
けて行動し、業務に反英させることを心掛けています。

外部サーベイランス 院内サーベイランス

合同カンファレンス教育（講師）

細菌検査

①国立感染症研究所
　（JANISサーベイランス）
②佐賀県
　（病原体検出状況報告書）
③佐賀大学
　（薬剤耐性菌サーベイランス）

①感染症情報レポート
　週報、月報、年報
②感染症トピックス
　流行感染症やアウトブレイク
　の事例報告
③調理場拭き取り検査

①３施設合同カンファ（４回／年）
　（病原微生物／薬剤耐性率の
　  ３施設比較資料作成）
②地域連携カンファ
　（佐賀⇔東佐賀）

①栄養・調理師の食中毒対策
②知っ得講座「感染関連」
③院内研修会

図１
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研究検査科は、尾関検査科長を筆頭に、臨床検査技

師 7名、非常勤技師１名、計９名の人員で構成されて

います。現在検査科は仮設外来棟で業務を行っていま

す。２月中旬に引っ越し予定の新外来棟では、１階で

生理機能検査、２階にて検体検査を行います。

臨床検査は、病気の診断や治療方針の決定、また治

療効果を判断するうえで欠くことができない業務で

す。その臨床検査業務は大きく分けて生理機能検査と

検体検査の２種類に分けることができます。

生理機能検査は、心臓、肺、脳などの生理的反応、

機能をグラフ化、画像化して診断する検査です。当院

では、循環機能検査の心電図検査、ホルダー心電図検

査、・脈硬化検査（ＰＷＶ／ＡＢＩ）、肺活量や最大換気

量などの呼吸機能検査、心臓や乳腺などの超音波検査、

さらに脳波検査、聞き取れる最小の音を測定する標準

純音聴力検査、耳に音刺激を与えて脳内の聴覚電位を

グラフ化する聴性脳幹反応（ＡＢＲ）、新生児ＡＡＢＲ、

などの検査を実施しています。次に検体検査です。検

体検査は、尿、血液、痰、細胞、組織などの検体を採

取し、化学的あるいは形態学的に検査するものです。

生化学・免疫検査、血液凝固検査、一般検査では、主

に自動分析装置を使用し多項目の検査を行っていま

す。外来における一般的な検査項目では採血後 60分

以内に、腫瘍マーカーやホルモン検査においては 90

分以内で報告する体制を整えています。この他に検体

検査は、輸血検査、病理検査、細菌検査などがあります。

輸血検査は安全で適正な輸血療法が行えるよう血液

製剤の管理や使用前の検査を的確、迅速に行える体制

を整えております。貯血式自己血管理も行っています。

病理検査は、人を構成している細胞や組織の変化を

顕微鏡で観察し診断する検査です。病理検査のなかで

細胞だけを検査対象にしたものが細胞診検査です。細

胞診検査は痰や尿、婦人科のがん検診などを主に行っ

ています。

細菌検査は、感染症の起炎菌を見出すため提出され

た検体を染色、顕微鏡による観察、培養、同定を行い

原因となる菌を検出しています。また検出された菌に

ついての薬剤感受性検査も行っています。ノロウイル

スやインフルエンザウイルスなどの迅速診断検査も

行っています。その他　院内感染対策のため院内外の

分離菌の動向、薬剤耐性菌の分離状況など感染を未然

に防ぐ多くの情報を発信しています。

これまで紹介したいずれの検査においても常に正確

性と迅速性が求められます。検査科では日本医師会や

日本臨床検査技師会が主催する外部精度管理にも積

極的に参加し検査の正確性を保証しています。また、

ＩＣＴやＮＳＴ活動など他のチーム医療にも積極的に

参加し日々進歩する医療において、我々検査技師がス

キルアップし貢献したいと思っています。

今後とも研究検査科をよろしくお願いいたします。

生化学分析装置

尾関検査科長及び検査科スタッフ
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臨床研修医　佐藤　　翼
小さいころから、医者として働く
父の背中をみてきていたせいか医者
に対して漠然としたあこがれはあり
ました。また、医療系のドラマをよ
くみていたのでそういうのも影響し

たのかもしれないですね。時間はかかりましたけど結
果的に医師になれたことを嬉しく思っています。
研修を初めてはや９ヶ月たちました。最初は右も左
も分からずあたふたするばかりでしたが、徐々に職場
の環境にもなれてきました。佐賀病院のスタッフは皆

さん明るく話しかけてくれます。研修医の１年目は内
科６ヶ月、外科６ヶ月というざっくりしたプログラム
ですが、同じ科に半年もいれば、上級医の先生だけで
なく看護師さんなど他のスタッフとも顔なじみになり
仲良くなりました。
週末など休みの日には近くの youme タウンに出か
けたり、ドライブにいったりします。佐賀は町並みも
きれいで、見ているだけで心が落ち着きます。また、
サガン鳥栖の試合も病棟の先生方と一緒に観戦にいき
ましたが、臨場感がすごく一回みただけでファンに
なってしまいました。まだみたことない人は是非一度
スタジアムへ！

現在当院には、３名の元気な臨床研修医が研修に励んでいます。少し落ち
着いた？？方もいらっしゃいますが、それぞれに明るく元気に仕事をされてい
ます。また、仕事以外でも、テニス、登山や飲み会に積極的に参加し、医師
だけでなくいろいろな職員ともコミュニケーションも上手に取られており、医
療だけでなく、接遇やチーム医療といった医療を取り巻くいろいろなことに挑
戦されています。特に、忘年会では工夫を凝らし多彩な芸を披露し、毎年表
彰を受けておられます。当院のすばらしい臨床研修医の先生方を紹介いたし
ます。願わくば、経験を積んで当院で勤務して頂けることを期待しています！！

臨床研修医　久我　佳子
子供の頃の夢：漫画家
初期研修を妊娠・出産・育児の
ため、一時中断してその間、主人
の転勤で鹿児島、熊本、佐賀と拠
点を３回移しての研修復帰となり

ました。佐賀病院１年目の研修は、内科６ヶ月、麻酔
科２ヶ月、地域医療１ヶ月が終了し、今は外科で研修
中です。先月まで麻酔科でいろんな科の手術を見させ

て頂いて、今月から実際に外科手術に立ち会わせて頂
いています。
麻酔科では、手術の進行に併せて全身管理や疼痛管
理、それに伴う体位の管理でいかに術者が安定した手
術が行えるかを、指導医の先生方の動きやその後質問
し、実際の手技を行うことで学ばせて頂いていました。
今月からは外科で、手術適応に至るまでの過程や、実
際の術式を間近に見せて頂いています。日々、体力と
記憶力の低下との戦いですが、少しずつ確実に経験を
積み重ねていこうと思っています。

臨床研修医　松隈　国仁
早朝５時過ぎ。目覚まし時計より
正確な鳩の鳴き声で目を覚ましこ
れが本物の鳩時計だ、などと思い
ながら準備をして７時過ぎに病院
へ出勤。６ヶ月の内科研修も終わ

り、この原稿を書いている現在は外科で慌ただしい毎
日を過ごしています。
４月働き始めた当初は本当に医師としてやっていけ
るのか不安でしかなかったのですが、気がつくと１年
目が終わろうとしています。

研修医の数が少ないこともあって、病院スタッフの
皆さんには我々研修医の事はすぐに覚えてもらい、飲
み会だけでなくテニスやフットサル、サッカー観戦な
ど仕事以外でも可愛がってもらっています。巷では研
修医は馬車馬の様に働かされ、鬱になって辞めていく
だとか色々と言われていますが、我々１年目研修医３
人はそのようなことはなくのびのびと研修させて頂い
ております。唯一争うとしたら、研修医室にあるベッ
ドを取り合うときぐらいでしょうか…。
まだまだ学ぶことはたくさんありますが、毎日楽し
く働けたらなと思って日々過ごしています。

イラスト：久我佳子

松隈Dr.
佐藤 Dr.

久我 Dr.
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完成したばかりの真新しい外来管理棟４階、総合周産期母子医療・地
域医療研修センターに於いて３月１日（日）に、第４回佐賀県総合周産
期フォーラムを開催します。
総合周産期母子医療・地域医療研修センターの「こけら落とし」の行
事として、長崎医療センター婦人科部長の安日一郎先生の特別講演をは
じめ、保健所、開業医の先生方も参加されてのシンポジウムを２題用意
する予定です。
また、ランチョンセミナーも開催する事としており、多数の職員の参加
をお待ちしております。

平成17年に地域医療連携室が開設し10 年が経過し
ました。当初は FAX 受付を中心に、地域医療機関との
連携業務から始まり、23年３月に地域医療支援病院の
指定を受け、同年４月には連携係長（看護師長）MSW
２名、専任の事務職２名、臨床心理士の配置により、
連携業務に加えて、患者さんやご家族からの相談支援
にも対応できる体制が整いました。相談件数も平成 20
年度の596 件から25年度は 2056 件と増加しています。

今年２月からは新しいメンバーに看護職（副師長）１名
が加わります。28 年夏の外来棟完成までは手狭な連携
室ですが、スタッフ一同お互いの専門性を活かし切磋琢
磨しながらチームワークで患者さんやご家族への支援、
地域の関係機関との連携強化に努めてまいりますので
今後もご支援、ご指導のほどよろしくお願いいたします。
現在の連携室は仮設外来棟１階です。お気軽にお立ち
より下さい。

26 年度より院内スタッフ参加型の「退院支援・退院調整学習会＆事例
検討会」を開催しています。参加した院内スタッフからの質疑応答や意
見交換を行うことで私達の在宅支援、退院支援の振り返りとチーム医療
の一員としての自覚と責任を感じています。今年はこの事例検討会に院
外の在宅支援者の参加もお願いし、患者さんやご家族が「住み慣れた地
域で安心した生活」への橋渡しができるように医療ソーシャルワーカーと
してのスキル向上に努めていきたいと考えています。

地域医療連携室 MSW　下田　薫

室長（放射線科医長）・ ……… 岡田　秀樹
係長（看護師長）・ …………… 酒井枝津子
副看護師長…………………… 嘉村真理子
看護師………………………… 野崎　澄代
臨床心理士…………………… 橋本　瑞子
主任MSW・…………………… 下田　　薫
MSW・ ………………………… 池田　浩子
MSW・ ………………………… 飯塚　真実
事務…………………………… 八田　美樹
事務…………………………… 手塚美代子

地域医療連携室スタッフ

院内スタッフ参加型退院支援事例検討会
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回 開催日 担当診療科

90 2 月 16日 小児科

回 開催日 担当診療科

91 3 月 23日 内科

回 開催日 テーマ 担当

44 １月 23日 今年も流行？
インフルエンザ、ノロウィルス感染症 ICTチーム

45 ２月 27日 大腿骨頸部骨折について
―治療とリハビリテーション－ ４病棟

回 開催日 内　容

5
２月 21日（土）

１）小児の感染症、予防接種
　　講師：松尾幸司　みさかえの園むつみの家こども発達医療福祉支援センター小児科
２）在宅療養児の感染予防対策
　　講師：執行えりこ　佐賀病院感染管理認定看護師	

地域連携セミナーのお問い合わせは 地域医療連携室 まで　TEL：0952-30-7141　FAX：0120 872 882

1 月 26 日開催の様子
演　題： TTTS 発症し FLP 施行した MD 双胎の 1 例 徳永真梨子
　　　　超早産に至った先天性サイトメガロウィルス感染の一例 内野　美穂
　　　　帝王切開術後に肺血栓塞栓症をきたした一例 川崎いずみ

今年２月からは新外来棟４階に完成した「総合周産
期母子医療・地域医療研修センター」で各研修会、連
携セミナーを開催します。新しい研修センターの研修
ホール（200 名収容）、中研修室（80 名収容）には映像、

音響設備を完備し、効果的な研修、セミナー、各講演
会が開催できるようになりました。今年も充実した研
修を企画したいと考えておりますので、皆様のご支援、
ご指導をお願いします。

第 44 回セミナーの様子　１月 23 日
テーマ：感染管理　　講師：入村健司　感染制御認臨床

14日→ 21日に
日程変更

川崎いずみ・先生 内野　美穂・先生 徳永真梨子・先生



曜日
診療科 月 火 水 木 金 備　　　　　　　　　　　　　　　　考

一 般 内 科
島・江島
門司・大谷
荒木

島・加藤
門司・貞松
大谷

江島・大谷
荒木

江島・加藤
門司・貞松

江島・加藤
貞松・荒木 特殊専門外来は下記のとおり。

一
般
内
科
（
特
殊
専
門
外
来
）

肝 臓 内 科 島 加藤 大谷 加藤 加藤
消 化 器 内 科 大谷 大谷 大谷 加藤 加藤 受付8：30～ 11：30
糖尿病・内分泌内科 江島 貞松 江島 江島 江島 受付8：30～ 11：30

呼 吸 器 内 科 門司 門司
禁煙外来 門司 受付8：30～ 11：30

禁煙外来は毎週火曜日 14：00～ 16：00（予約制）

神 経 内 科 第４又は第５
大学医師

予約制　受付 8：30～ 11：00　
第 4又は第 5火曜日

腎 臓 内 科 宮﨑（大学医師） 受付 8：30～ 11：00　
循 環 器 内 科 尾関 尾関 検査日 尾関 検査日
消化器内視鏡検査 加藤 荒木・角田 加藤 大谷・荒木 大谷 予約制
Ｅ Ｓ Ｄ 外 来
（消化器内視鏡治療）

長崎大学
消化器内科

予約制　診療 14：00～ 16：00
第１・３・５水曜日

小 児 科 髙栁・当番医 髙栁・当番医 当番医 髙栁・当番医 西川・当番医 検診・特殊外来は下記のとおり。

小
児
科
（
検
診
・
特
殊
外
来
）

小 児 外 科 第２・４好生館医師 第 4・大野 診察10：00～ 12：00（第２・４水曜）11：00～（第 4金曜）

乳 児 検 診
江頭・井上
中村・岩永
舩越

予約制　診療 14：00～ 15：00
　〃　　診療 15：00～ 16：30

未 熟 児 検 診
井上・江頭
髙栁・西川
宮村・舩越

予約制　診療 14：00～ 15：00

発 達 外 来 髙栁
臨床心理士 予約制　診療 9：00～ 17：00

心 臓 血 管 大学医師 予約制　診療 14：00～ 17：00
佐賀大学医学部より　第 5がある場合は休診

小 児 慢 性 髙栁 予約制　診療 14：00～ 17：00
ア レ ル ギ ー 第2・大学医師 予約制　診療 14：00～ 17：00　第 2木曜日

小 児 腎 第 2・岡 予約制　診療　9：00～ 12：00　第 2木曜日
佐賀大学医学部より

小 児 神 経 第 1・第 3
石井

予約制　診療 14：00～ 17：00　第 1第 3火曜日
佐賀整肢学園より

予 防 接 種
江頭・西川
舩越・中村
岩永・宮村

予約制　受付 13：30～ 14：00
実　施　14：00～

外 科 大久保・岡田 休診 円城寺・中島 大久保・岡田 円城寺・中島 毎週（火曜日）は午前中より手術のため休診

乳 腺 山口・岡田 休診 中島 山口・大久保 休診 ※乳腺新患の受付は 10時迄。10時以降の患者
　	さんは翌日以降の結果説明となります。

Ｗ Ｏ Ｃ 外 来
（ストーマケア・スキンケア）

皮膚排泄ケア
看護師

予約制　受付 8：30～ 11：30　　
第２・第４金曜日

整 形 外 科
リハビリテーション科 原・（滝田） 日髙 日髙

滝田 原・（滝田） 原
滝田 毎週金曜日原医師の診察は予約・紹介のみ

形 成 外 科 鈴木 鈴木 休診 鈴木 鈴木 毎週（水曜日）は午前中より手術のため休診
皮 膚 科 古場 白井 古場 白井 古場 毎週木曜日のみ　受付 8：30～ 11：00　
泌 尿 器 科 髙木 佐藤 髙木 佐藤 髙木

産 科 田中・野見山
内野

川崎・内野
德永

中橋・德田
川崎

野見山・田中
徳永

德田・中橋
内野

助産師による保健相談　8：30～ 11：30
助産師による母乳育児相談　13：00～ 16：00

産
婦
人
科

超 音 波 外 来 野見山 予約制　診療 14：00～
胎児心エコー
外 来 西川 予約制　診療 14：00～

婦 人 科 川崎 德田 内野 中橋 田中
放 射 線 科 岡田・阿比留 岡田・阿比留 岡田・阿比留 岡田・阿比留 岡田・阿比留

眼 科 休診 大学医師 休診 休診 大学医師 受付8：30～ 11：30　診療 9：00～（検査 8：30～）
※初診は 11：00まで　　　　　　　　

耳 鼻 咽 喉 科 大学医師 大学医師 受付8：30～ 11：30　診療 10：00～
麻 酔 科
小児科の乳児検診予約受付は毎日（午後１時から 3時まで）医事にて受付けています。

■■ 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
平成27年2月1日現在

受付時間　午前８時30分～ 11時30分
但し、整形外科は11時迄
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