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新年度を迎えて
　新緑の鮮やかな季節になりました。この春、総勢
23名の新規採用職員を迎え平成29年度がスタート
しました。期待に胸を膨らませる新スタッフに温かい
ご支援をどうぞよろしくお願い致します。　
　今年度の大きな目標の一つに、急性期の医療から
回復期、そして在宅へつなぐ地域包括ケアシステム
をより実践的なものにすることを掲げています。昨
今、医療界は大きな転換期を迎え、国は将来の高齢
社会を見据えて新たな医療政策を打ち出し、地域医
療ビジョンの策定に続いて医療機関の機能分化と
連携、そして医療・介護・福祉を一体化した包括的
なシステムを推進しています。綾部地域では、コンパ
クトシティーであることを活かして顔の見える親密な
信頼関係を築き易く、全ての関係機関が相互に連携
を強化することにより地域に見合った独自の体制を
築けるものと確信しています。
　そのような新しい体制づくりの中で大切なことは、
地域基幹病院としての役割を十分果たせるように、
全職員が積極的に参画しチーム力を強化することで
あります。職員一人ひとりが持てる力を存分に発揮し、
互いに協力し合うことで、より素晴らしいものを創り
出すことができます。新年度は病院を活性化する大
きなチャンスです。新スタッフの皆さんには、できる
だけ早くチームの一員となり活躍の場を大きく広げ
てもらいたいと期待しています。若さあふれる発想
力と行動力で、地域医療がより一層発展することを
願っています。

院  長
鴻　 巣　　  寛

医師の健康アドバイス

不整脈とは？
はじめに
　1日に約10万回の収縮と拡張を繰
り返して、身体に血液を循環させるポ
ンプの役割が、心臓にはあります。
　この心臓は、電気刺激が伝わるこ
とによって効率よく収縮しますが、不
整脈は、この電気刺激が乱れた状態
です。
　不整脈には大きく分けて3つの種類があります。脈が遅
くなる「徐脈」、異常に早くなる［頻脈］、そして脈が飛ぶ
ように感じられる「期外収縮」です。
　不整脈の中には突然死を招く怖いものもあれば、たま
に脈が飛ぶ程度で放っておいてよいものもあります。
　皆様も、健康診断で心電図をとると「不整脈が出ていま
す」と言われて驚くことがあると思います。
　まず、自分の心臓がもっている不整脈が何なのか、検査
ではっきりさせて、正しく怖がることが大切です。
　この10年ほどで不整脈の治療法はめざましく進歩し、
ほとんどが治せるようになっています。

怖い不整脈と怖くない不整脈
　不整脈による急なめまい、失神、動悸、息切れといった
自覚症状があったり、1分間の脈拍数が130以上あるいは
40以下では、治療が必要なことが多いです。
　たまに脈が飛ぶなどは、体質的なものや加齢、ストレス
に因るところが大きく、調べれば誰にでもみられるもの
で、一度心電図ではっきりすれば治さずに経過をみます。

じょみゃく ひんみゃく

きがいしゅうしゅく
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循環器内科　足　立　芳　彦
あ だち よし ひこ

日本内科学会認定内科医
日本循環器学会認定専門医

　ただし、症状が無くても心房細動という不整脈の場合
は、必ず循環器内科に相談した方がよいでしょう。
　心房細動とは、70歳以上の10人に1人ぐらいみられる
不整脈です。心房の筋肉の中で，電気が空回りして脈が早
くなり、みだれてバラバラに打つ状態です。心房細動で
は、脈拍数が適正なら不整脈のために死ぬことはありま
せんが、心房の中に血栓ができやすくなり、脳梗塞を引き
起こすことがあります。

不整脈の治療
　不整脈の薬物療法には、脈拍数を早くしたり遅くしたり
する薬剤、期外収縮を減らしたりする薬剤があります。
　心房細動の場合は、それに加えて血栓ができにくくする
ための薬を飲んでいただくことがあります。
　ワーファリンという抗凝固薬が有名でしたが、最近は脳
出血副作用の少ない薬剤が開発されて普及しています。
　非薬物療法には、徐脈に対してペースメーカを植え込む
手術があります。最近は、一時的にならMRI検査が受けら

れるタイプのペースメーカが使われています。頻脈のうち
心室頻拍や心室細動については、ICD（植え込み型除細
動器）を使います。
　発作性頻脈や心房細動については、カテーテルアブ
レーションという方法が開発されました。
　細い管（カテーテル）を足の血管から入れて、先端から
高周波電流を流して、不整脈の原因となっている心筋の一
部を焼く治療です。2～3日の入院治療により不整脈がな
くなれば、内服を継続しなくてよくなります。

➡

心臓 脳

左心房が
震える

左心室

大動脈

血栓●

詰まる●

心原性脳梗塞がおきるとき
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小児科

大内　一孝
おおうち　かずたか

　平成29年4月より、綾部市立病院小児科医師として赴任して
参りました大内です。京都府立医科大学を平成16年に卒業後、
久美浜病院、舞鶴医療センター、福知山市民病院、南丹病院と、
主に丹後・中丹・南丹地域で小児医療に携わってきました。その
ためか、綾部市立病院で働き始めてから顔見知りのご家族にお
会いする機会が何度かあり、綾部で勤務するのが初めてではな
いような気がしています。小児科のなかでも専門は膠原病・リウ
マチ領域です。小児の膠原病・リウマチ疾患はめったにない疾
患ですが、それだけに診断・治療が難しい領域です。お困りのこ
とがありましたらご相談ください。もちろん、関係機関と連携を
取りながら、小児に関することは幅広く対応させていただきます。
綾部市民の皆様が安心して子育てできる一助になれるよう日々
頑張りたいと思います。

小児科

茂原　慶一
しげはら　けいいち

　平成29年4月から小児科に赴任してきました茂原慶一です。
専門は新生児・内分泌です。綾部市で勤務するのは初めてで
すので、非常に楽しみにしています。当院の小児科では一般外
来だけではなく、救急外来、専門外来、予防接種、乳児健診、
NICUなどといった様々な医療を患者様に提供しております
ので、様々な医療スタッフと協力しながら地域に貢献できるよ
う努力していく所存です。少しでも早く綾部市に溶け込めるよ
う、患者様の御家族としっかり会話のできる医師を目指しま
すので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

小児科

山岡　沙矢子
やまおか　さやこ

　初めまして、小児科で今年度より勤務させていただくことに
なりました、山岡沙矢子と申します。京都府立医科大学を平成
22年に卒業したのですが、2年間の産休等もあり医師のキャリ
アとしてはまだまだで、初心に戻って一から仕事をさせていた
だいている状態です。産休、育休期間を経て、こちらの綾部市
立病院で仕事復帰させていただいたのですが、綾部市立病院
はとても雰囲気がよく、システムもわかりやすく、他部署の方々
とも連携がとりやすいため、非常に楽しく働かせていただいて
おります。医師としても未熟なうえまだまだ慣れないことも多
く、今後も度々ご迷惑をおかけするかと思いますが、どうかよろ
しくお願い申し上げます。

外科

岡島　航
おかじま　わたる

　今春、京都府立医科大学大学院を卒業し、永田啓明先生の後
任として当院へ赴任致しました岡島航です。私は平成20年に京
都府立医大を卒業し、これまで、京都第二赤十字病院で4年間、
京都府立医科大学附属病院で5年間勤務しておりました。今年は
医師として10年目のスタートになります。綾部市とその近隣の皆
様の外科疾患、特に消化器疾患に対し、わざわざ他の地域へ行
かずとも、綾部市立病院で安心で安全な最先端の外科治療を提
供できるよう、全力を尽くしたいと考えております。わかりにくい
ことがあればお気軽にお尋ねください。ご理解、ご納得頂けるま
で、何でも何度でも説明させて頂きます。宜しくお願い致します。

泌尿器科

中村　雄一
なかむら　ゆういち

　はじめまして。平成29年4月より綾部市立病院の泌尿器科医
師に着任いたしました中村雄一と申します。専門は泌尿器科に
なります。普段はあまり馴染みのない診療科かもしれませんが、
我々の扱う臓器は腎臓、尿管、膀胱、前立腺、精巣、尿道等多岐
にわたり、当院においては腎不全や透析の診療も行っておりま
す。近年、我が国でも前立腺癌患者は急増しており、今や男性
の癌罹患数では最多となっています。一方で進行は遅く、早期
発見できれば根治も期待できます。また、癌以外にも尿のトラ
ブルは年齢とともに増えてきます。なかなか他人に相談しづら
い悩みではありますが、治療できる可能性もありますので、男
女問わずお気軽に泌尿器科のドアをたたいてみてください。

呼吸器外科

岩﨑　雅
いわさき　まさし

　本年度の４月より赴任いたしました。呼吸器外科の岩崎　雅です。
自治医科大学卒業後、研修医としては与謝野町の京都府立医科大
学附属北部医療センターで研修しておりました。幼少の頃に綾部
に在住していたため、再びこの地で勤務をすることができとても
懐かしく感じております。綾部市立病院は地域の中核病院であり、
医療だけでなく地域社会的にも解決困難な場面に多く当たってい
くと思います。そのため、病院関係者の方々と密に連携を取りな
がら、患者にとってより良い医療を提供できるように心がけていき
たいです。まだまだ未熟者でありますが、粘り強く地に足をつけ
て頑張って参りますので、よろしくお願いいたします。
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新任職員紹介

事務部長

四方　裕之
しかた　ひろゆき

　４月から綾部市立病院の事務部長を拝命し勤務さ
せていただいております。初めての病院勤務となり
ますが、一日も早く業務や環境に慣れ、また、現場
スタッフの皆さんと連携し地域医療の推進に努めて
いきたいと思います。医療を取り巻く制度・環境も
変化する中、もとより微力ですが、病院の発展のた
め精一杯頑張りたいと思っていますので、どうぞよろ
しくお願いいたします。

事務部

塩見　浩一
しおみ　こういち

　４月の人事異動により綾部市から派遣され、事務部
管理課でお世話になることになりました。
　医療に携わる職務は初めてで、学んだり経験してい
くことがたくさんあり毎日が新鮮です。綾部市立病院
が目指す「市民・患者の皆様から愛され、親しまれ、
心あたたまる」病院の運営に少しでも力になれるよう
に、仕事に早く慣れて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。

事務部

平井　祐輔
ひらい　ゆうすけ

　５月より綾部市立病院連携医療室でお世話になる平
井と申します。私は宮津市出身ですが縁あってこれま
で17年間綾部市の福祉施設で勤務してまいりました。
病院での勤務は初めてで至らぬ点もあるかと思います
が福祉の現場で培った経験を活かし１日でも早く皆様
の役に立てますよう努めてまいります。
　地域に根ざした医療・福祉の連携窓口になり安心し
て暮らせる環境作りが出来たら嬉しく思います。どう
ぞよろしくお願いします。

研修医

石丸　俊貴
いしまる　としき

　4月より綾部市立病院で研修しております近畿大学出身
の石丸俊貴と申します。綾部には縁もゆかりもなく、研修
医が少ない田舎がいいと、ただそれだけの理由で学生の
間に見学いたしましたが、病院の明るい雰囲気、活発な挨
拶等とても働きやすそうに感じ希望致しました。私は綾部
市立病院のプログラムで研修いたしますので、ひとまず初
期研修の２年間お世話になります。新社会人として、医師
としてこの綾部を皮切りにキャリアを積んでいこうと思い
ます。毎日新鮮な体験ばかりで吸収が追いついていません
が、１つ１つ着実に自分のスキルを上げ、少しでも綾部市の
医療に貢献できるよう精一杯努力いたしますのでよろしく
お願いいたします。

研修医

笹川　奈央
ささかわ　なお

　はじめまして。4月から綾部市立病院で研修をさせてい
ただいております、初期研修医1年目の笹川奈央です。滋
賀県大津市の出身で、福岡県にある産業医科大学をこの春
に卒業いたしました。たくさんの研修病院の中から綾部市
立病院を希望したのは、学生の頃に見学させていただき、
病院の温かい雰囲気や働いている方々の人柄がとても良
いと感じ、ここで働きたいと思ったからです。
　綾部に来て間もなく、まだ不慣れなことも多いですが、
先輩医師や他の職種の方々にとてもよくしていただき、充
実した研修生活を送っています。1日でも早く患者さんの
お役にたてるように精一杯頑張りたいと思いますので、ど
うぞよろしくお願いいたします。

薬剤師

寺田　真弓
てらだ　まゆみ

　今春から薬剤部に配属されました、寺田真弓です。
大学の授業と現場との違いに勉強の毎日ですが諸先輩
の温かい指導の下、日々頑張っております。幼稚園ま
で綾部に住んでおり、懐かしい綾部の地で働けること
を大変嬉しく思っております。今見る景色が記憶の中
の風景よりも小さく感じられ、自分も成長したのだと
実感しております。食べることが好きなので、綾部で
も美味しいお店を探したいと思っています。
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臨床検査技師

弓削　静香
ゆげ　しずか

　４月から綾部市立病院で臨床検査技師として勤務さ
せていただくことになりました。
　生まれは舞鶴ですが、５年半京丹後市で働き今年の
３月に舞鶴に帰ってきました。臨床検査技師として、
いろいろなことを吸収して成長していきたいと思いま
す。
　まだまだ未熟で色々と迷惑をお掛けすると思います
が、どうぞよろしくお願い致します。

診療放射線技師

川島　幸輝
かわしま　こうき

　今年から診療放射線技師として働く川島幸輝です。
　体を動かすのが好きなので色々な部活に入ろうと
思っています。趣味は音楽を聴くことです。ずっと
バンドもしていたので音楽を演奏するのも好きです。
音楽好きが集まって院内コンサートなどできたらい
いなと思っています。人見知りですがよろしくお願
いします。

看護師

内林　翔太
うちばやし　しょうた

　今回綾部市立病院に採用して頂きました内林翔太
と申します。私は綾部市出身です。高校卒業後に他
の施設で看護師免許を取得し、経験を積んできまし
た。これも両親をはじめ、みなさまのご支援があっ
たからこそと感謝しております。　
　これから綾部市の医療に貢献していくために、日
々精進していきたいと思っておりますのでよろしく
お願いします。

看護師

屋敷　明日香
やしき　あすか

看護師

湊　悠一郎
みなと　ゆういちろう

　4月から綾部市立病院で働かせていただいている湊
悠一郎です。新社会人として右も左も分からなかった
私ですが、少しずつ新しい環境にも慣れてきたように
感じます。
　私が今感じている事は、日々患者様に成長させても
らっているということです。初めて採血を行う際、患
者様に「失敗しても大丈夫」と温かい言葉をかけてい
ただきとても嬉しく思いました。今はまだ患者様にご
心配をお掛けしてばかりですが、一日も早く安心して
もらえる看護が提供できるよう努力していこうと思い
ます。どうぞよろしくお願いします。

看護師

梅原　佐葵
うめはら　さき

　今年の4月から綾部市立病院で働かせて頂くことに
なりました。先輩看護師さんに多くのことを教わり、
地域に貢献できる看護師になれるよう精一杯頑張って
いきます。また患者様と丁寧に向き合い、患者様、家
族の思いに沿った看護ができるよう努めたいと考えて
います。プライベートでは新たな趣味を見つけ楽しみ
ながら、公私ともに充実した生活を送れたら良いなと
思っています。これから新社会人として頑張っていき
ますので宜しくお願い致します。

　私は地元が綾部市ということもあり、小さい頃か
らなにかあった際には、綾部市立病院にお世話になっ
ていました。看護師を志すきっかけとなった綾部市
立病院で、看護師として働けることを嬉しく思って
います。まだまだ未熟ではありますが、笑顔を大切
に、患者様に温かい看護を提供できるよう頑張って
いきます。よろしくお願いします。
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看護師

西垣　舞華
にしがき　まいか

　この春、日星高等学校看護科を卒業し、4月から綾部
市立病院で看護師として働かせていただいています。
出身は福知山市ですが、何度か実習をさせていただき、
看護師やスタッフの方々の温かい対応に触れ、こちら
の病院で働かせていただきたいと思いました。知識・
技術共にまだまだ未熟ですが、日々の学びを大切に地
域に貢献したいと思っています。笑顔で思いやりのあ
る看護師になれるよう一生懸命頑張りますので、よろ
しく願いします。

看護師

由利　優佳
ゆり　ゆうか

　こんにちは。４月から働かせていただくことになり
ました由利優佳と申します。私は、福知山市に生まれ
福知山市で育ちました。初めて綾部市に来たのは綾部
市立病院での実習でした。綾部市立病院で感じたのは
皆さんの温かさでした。その皆さんにもらった温かさ
をこれからは患者様に返していけるよう頑張っていき
たいと思います。まだまだ至らないことが多いかと思
いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

助産師

大前　友里惠
おおまえ　ゆりえ

　このたび京都府看護人材交流支援事業で京都大学医
学部附属病院より参りました。
　3年半ほど前に新人助産師としてこちらで勤務させ
て頂いておりまして、今回再び当院で働くことが叶い、
とても嬉しく思っております。
　まだまだ未熟で慣れないことも多々ありますが、地
域のみなさまのお力になれるよう頑張ります。どうぞ
宜しくお願い致します。

看護師

小林　花奈子
こばやし　かなこ

　今年度より綾部市立病院で看護師として働かせてい
ただくことになりました。地元は福知山市で学校は与
謝野町でしたので綾部市のことは分からないことが多
いですが、温もりのある職場と地域の一員になれる喜
びを感じています。まだまだ未熟ですが知識・技術を
身につけ、看護師としてどんどん成長していきたいと
思います。
　地域の皆様に安心して医療が受けていただけるよう
に看護師として頑張ります。よろしくお願いします。

看護師

中川　里紗
なかがわ　りさ

　この春から看護師として勤務させて頂くことにな
りました。綾部市立病院は実習で何度かお世話にな
り、その中でスタッフの方々が患者様一人ひとりに
親身になって寄り添うケアをされており、私もスタッ
フの一員として働きたいと思い、就職を希望しまし
た。知識や技術は未熟ですが少しでも早く地域に貢
献できるように頑張りますので、宜しくお願いいた
します。

看護師

鈴木　奈央美
すずき　なおみ

　4月から綾部市立病院で看護師として働いていま
す鈴木奈央美です。出身は与謝野町です。身体を動か
すことやドライブ、旅行が趣味です。
　綾部の名所や各地のおすすめの場所があれば教え
ていただけると嬉しいです。ご迷惑をおかけするこ
ともあると思いますが、向上心を持ち、たくさんの
ことを学んで、患者様やそのご家族に必要な看護を
提供できるよう頑張りますので、よろしくお願い致
します。

新任職員紹介

京都府看護人材
交流支援事業
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薬剤部

　初めまして、今年度より綾部市立病院薬剤部の薬剤
部長に就任した杉田直哉です。綾部の出身ではありま
せんが、綾部に来てはや20年近くになります。
　その間、当院の薬剤部において様々な業務に取り組
ませていただきました。当院に着任した時、薬剤師業
務の変革時期（病棟の服薬指導・院外処方）であり、
当部署も変革の真っただ中で汗を流した事を思い出し
ます。業務が調剤業務から病棟業務に移行、並行し
チーム医療業務の立ち上げにも尽力し現在に至ってい
ます。
　今回体制が変わるにあたり、私自身の体験を、今後
の薬剤部として患者様に反映していきたいと考えてい
ます。体制変更は、薬剤部の若返りにもなりました。
すぐに革新的な事は出来ませんが、若い力で少しずつ
時間をかけてより患者様や地域、病院において役に立
つ薬剤師を目指していこうと思います。

　現在の薬剤師は、「薬
を調合するだけのテクニ
シャン」ではありませ
ん。薬学教育も2006年よ
り医学部と同じ４年制か
ら６年制へ移行し、より
薬剤師のレベルや医療者
意識も上がっています。
そして、大学で臨床と基
礎を学んでいる薬剤師は
「Pharmacist ＆ Scientist」です。簡単に言いますと
薬剤師は、科学者（研究者）でもなければならないと
いうことです。
 昨今、薬剤は種類や量も複雑となっています。医師
から言われたとおりに処方するだけでなく、患者様の
体重や検査値などを確認し患者様に薬をお渡しする。
例えば悪性腫瘍の治療は医師からのレジメン※指示の
もと、過去の薬剤の投与歴、併用薬、体重や検査デー
タを何度も確認し、薬剤師が抗がん剤の無菌調整を
行っています。そのために、日々の自己研鑽、物を研
究・追求する能力を高める薬剤師になる事を理想とし
ています。
　今後は、医師・看護師・薬剤師が協働し厚生労働省
が推奨する在宅医療の事も考えていかなければならな
いと思っています。今後の薬剤部にご注目ください、
よろしくお願いします。
※レジメン：がん治療で、投与する薬剤の種類や量、期間、手順な
　　　　　　どを時系列で示した計画書

薬剤師は、
「Pharmacist ＆
　　　　Scientist」
　　　　　　である。

薬剤部　部長

杉 田　直 哉
すぎ た なお や

（薬剤師であり

科学者）
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看護部

由良川花壇展に参加しました！！
　平成29年4月29日（祝）「看護の日事業」の地区活動
として、綾部市由良川花庭園で開催されました由良川花壇
展に参加しました。
　今年度は、まちの保健室（血圧・体脂肪・身体測定）ま
ちの相談室（健康・栄養・介護・育児・就業相談）などの
窓口や、看護師体験などに加え、丹の国パレードに参加し
ました。京都府マスコットキャラクター「まゆまろ」にも
参加してもらい、西町アイタウンで、たくさんの人に看護
の日をピーアールしました。
　午後から天候不良となったため時間を短縮しましたが、
多くの方に参加していただきました。

ご  案  内

インターン
シップ
プログラム

ふれあい
看護体験

キッズ
セミナー

対象者　看護学生
開催日　平成29年8月3日（木）・4日（金）　
内　容　病院見学
　　　　先輩看護師との交流
　　　　看護職員寮の見学

対象者　高校生
開催日　平成29年7月22日（土）9：00～15：30　
内　容　認定看護師（糖尿病看護・感染管理）とのふれあい
　　　　患者とのふれあい（車いす散歩・手浴等）
　　　　看護師との交流（進学相談）　など

対象者　小学5・6年生　10名
開催日　平成29年7月29日（土）9：30～12：00　
内　容　病院の中を探検しよう！
　　　　職業体験

ふれあい
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リレーエッセイ 純和風料理旅館 現長　一瀬　勝右vol.20

心の音心の音心の音
こころ ね

　リレーエッセイvol.15赤尾さんのエッセイで、「人生二幕
目がおもしろい。というフレーズを目にした時、胸に響くも
のを感じました。」と有りましたが、私も共感しました。　
これは定年後の人生を誰かの役に立って健康で生きがい
を持って日 を々送る。という意味のようですが、私の場合は
58才現役ですので、少し異なります。実は4年前、ここ市
立病院で、直腸癌を見つけて頂き、手術となりました。手
術を受ける前は、ステージ２～３で、リンパに転移の可能性
有りと言われ、入院中は、「もう死ぬのかもしれない」と思
い、今までの自分の人生を振り返りました。「仕事は頑張っ
てしてきたが、人の為、人の役に立つ様な事、面倒くさい事
からはこころなしか逃げて、何も功績を残してない人生だ
ったな。」と思いました。手術後、検査の結果、ステージ１
で、リンパの転移も無しとのことで、多少の後遺症は残っ
てますが、元気に過ごしております。

　この癌を見つけられたのは、毎年、検診を勧めてくれて
た嫁と家業を継ぐために戻ってくれていた息子のおかげで
した。病院嫌いで、仕事が忙しいから、と毎回検診に行か
ずでしたが、息子が手伝ってくれるようになり、仕事に余裕
が出来、検診に行ってみようという気になりました。
　もし、いつものように検診に行ってなかったら、今頃、こ
の世にいられなかったのではないかと思うとゾッとします。
「人間はただ生きているんじゃなくて、必要と思ってもらえ
る人たちに生かされているんだな。」と思うようになりまし
た。ここからが、私の人生の二幕目のような気がしました。
　私は、現在、奉仕団体 綾部ライオンズクラブに所属して
ます。癌になるまでは、責任ある役職からは逃げてました
が、退院後、幹事、2年後には会長を務め、また、自治会行
事等にも積極的に出席するようになり、人の役に立てる事
の喜びを感じるようになりました。
　「人生二幕目がおもしろい」そう思える人生をおくれるよ
う、これからも人の役に立つ人間になれるよう、努力してい
きたいと思います。
　次回は、フクイ設備有限会社　福井次男さんです。

いち せ 　　かつすけ
げんちょう

近隣医療機関のご紹介

　綾部市立病院の先生及び職員の方々には、昼夜
を問わず大変お世話になっております。この場を
お借りしてお礼を申し上げます。
　大久保医院は昭和35年、先代院長大久保彰三
が本町8丁目に開院しました。平成16年11月よ
り私、大久保茂樹が後を引き継ぎ現在に至ってお
ります。
　主に一般内科診療を行っていますが、私のかつ
ての専門である乳腺および甲状腺の診療にも携わ
っております。また毎週木曜日の午後は志賀郷診
療所の外来診療を担当させていただいています。
　その他、グループホームゆらの里の在宅診療、
綾部市役所およびカルビー綾部工場の産業医、吉
美小学校および東綾小中学校の学校医、そして綾
部警察の警察医と、多忙な日々を送っております。

〒623-0021  京都府綾部市本町8丁目115番地
　　　　　  TEL.0773-42-1190　FAX.0773-42-1190

外来診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝日
8：30～12：00
16：30～19：00

○ ○ 検査○ ○
○ ○○ ○

○

■外来診療時間
「人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なり」

大久保医院 院長　大久保　茂樹
内科
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Information（インフォメーション）

今年度の教室は13：00～15：00となっております。

・無料、申込み不要
13：00～15：00
自由参加

糖尿病教室

・実費、申込み要（先着15名）
12：30～14：30

試　食　会

■開催場所：当院東館 2階 講堂

【試食会のお申し込み：0773-43-0123　栄養科（内線191）】

　詳しい案内チラシは外来インフォメーションコーナー、
栄養相談室前、内科4診中待ち合いにございます。
　教室の内容は毎回変わります。糖尿病の方やご家族の
方、糖尿病が気になる方もぜひご参加ください。

糖尿病教室・試食会のご案内糖尿病教室・試食会のご案内

6月

19日（月）

12日（月）

7月

31日（月）

10日（月）

8月

21日（月）

9月

25日（月）

11日（月）

≪平成30年４月　採用≫

正規職員募集
薬剤師（５名）・理学療法士（１名）
助産師（３名）・看護師（13名）　　　　　
条　　件：各免許取得者又は、
　　　　　来春各免許取得見込者　　　　　
試 験 日：平成２９年７月１日（土）　　　　　
試　　験：面接及び作文
受付期間：平成２９年６月２０日（火）
　　　　　まで

※詳細は、綾部市立病院管理課まで
　お問い合わせください。TEL.0773-43-0123（内線205）
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平成28年度　診療実績
項　　　　　目 年　　　間 1日平均 前年度 1日平均

入院患者数（人） 63,139 173.0 176.2
外来患者数（人） 146,088 601.2 530.4 
再掲　救急搬送患者数（人） 1,404 3.8 4.0 
再掲　時間外救急患者数（人） 7,787 21.3 20.4
手術件数（件） 1,460 ※ 5.7 ※ 5.9
出産件数（件） 74 0.2 0.2 
人間ドック等利用者数（人） 2,309 ※ 9.5 ※ 9.3

※印は実施日 1日当たりの平均

平成28年度　退職医師
診 療 科 氏　　　名 診 療 科 氏　　　名
小 児 科 戸　澤　雄　紀 外 科 多加喜　　　航
小 児 科 多加喜　　　望 眼 科 富　田　有　佳
小 児 科 全　　　有　耳　非常勤 呼吸器外科 石　原　駿　太
小 児 科 福　原　正　太　非常勤 神 経 内 科 大　島　洋　一　非常勤
小 児 科 友　安　千　紘　非常勤 神 経 内 科 木　村　彩　香　非常勤
泌 尿 器 科 藤　原　　　淳 皮 膚 科 辻　　　正　孝　非常勤
外 科 永　田　啓　明 皮 膚 科 塩　見　真　佑　非常勤



面会時間について
平　日
午後2時～午後7時
土・日・祝日
午後1時～午後7時

綾部市青野町大塚20番地の1

FAX 0773-42-7870

☎ 43-0123

☆診察日
 　月～金曜日
☆受付時間
　 午前8時～ 午前11時30分
　 （自動再来受付機／午前7時30分より稼動）
☆診察開始時間 午前8時30分～
☆人間ドック 月～金曜日
☆脳ドック 月～金曜日

☆血管ドック（9：00～）第3水曜日

☆休診日
　土・日曜・祝日
　

外来診察のご案内

綾部市立病院 ホームページアドレス http://www.ayabe-hsp.or.jp

① 8：30～
② 9：00～
①13：00～　②13：30～オプションの場合

（半日）
27

27

173

あやバス

あやバス

あやバス

あやバス

至舞鶴

至舞鶴

至京都
至池田

バス
ターミナル

至
京
都

至
福
知
山

位
田
橋

白
瀬
橋

至舞鶴若狭自動車道 綾部I.C.

JA

警察署

郵便局

アスパ

グンゼ綾部本社

綾部市保健
福祉センター

綾部市役所

綾部小学校

京都府綾部
総合庁舎

丹波大橋

綾部大橋

新
綾
部
大
橋

綾部駅

綾部市立病院

病院への交通

JR山陰本線「綾部駅」下車、北口より徒歩10分
南口から あやバス で約5分「市立病院前」
バス停下車

N

院内保育所
訪問看護ステーション

由良川

0773

外来診療担当医師表
※は原則予約制です。各診察室でお申し込みください。お電話でのご予約は14：00～ 16：00の間にお願いいたします。【TEL:0773-43-0123】

（外科、泌尿器科、精神科は12：00～ 14：00の間にお願いいたします。）

平成29年6月１日現在

曜日 月 火 水 木 金
診療科名 外来名 担当医師 外来名 担当医師 外来名 担当医師 外来名 担当医師 外来名 担当医師

内

科

1診 内科一般
消化器・胃腸

高　　升
（緩和ケア）

内科一般
消化器・胃腸 長谷川大 内科一般

循 環 器 志　　賀 内科一般
消 化 器 高　　升 内科一般

消 化 器 時　　田

2診 内科一般
循 環 器 河　　野 内科一般

循 環 器 小　　島 内科一般
消化器・胃腸

長谷川大
（緩和ケア）

内科一般
循 環 器 志　　賀 内科一般

循 環 器 河　　野

3診 内科一般
循 環 器 足　　立 内科一般

消化器・肝臓 石　　井 呼 吸 器
（9：00～）

※
玉　　井

内科一般
循 環 器 足　　立 内科一般

消化器・肝臓 石　　井

4診 内分泌・糖尿病
（9：00～）

※
岩　　井

内科一般
内分泌・糖尿病 千　　丸 内科一般

循 環 器 小　　島 内科一般
内分泌・糖尿病 千　　丸 呼吸器

（9：00～）
※
長　　崎

5診
 足の困りごと外来
　　（9：00～）　 　
糖尿病合併症外来
第2・4週（13:30 ～）

※
千　　丸

神経内科
（9：00～）

※
辻 － 神経内科

（9：00～）
※
藤　　並

神経内科
（9：00～）

※
能　　登

6診
ペースメーカー外来
第2・3・4週
（13：30～）

※
小　　島

呼 吸 器
（9：30～）

※
永　　井 － － －

外

科

1診 呼 吸 器
外科一般 岩　　﨑 乳腺外科 藤　　原 － 呼 吸 器 下　　村 呼 吸 器 下　　村

2診 外科一般
消 化 器 鴻　　巣 外科一般

消 化 器 岡　　島 外科一般
消 化 器 岡　　山 外科一般

消 化 器 沢　　辺 外科一般
消 化 器

鴻　　巣
（緩和ケア）

3診 － 血管外科
（10：30～）

（第1のみ）
※沼　田

血管外科
（10：30～）

（第3のみ）
※沼　田 － 禁煙外来

（隔週）
※
担当医師

午後 － － － 乳腺外科 ※藤　原 －

整形
外科

1診 徳　　川 担当医師 小　　池 志　　賀 徳　　川
2診 清　　水 担当医師 清　　水 神　　田 小　　池
3診 神　　田 － 神　　田 － 担当医師

小

児

科

午
前

1診 大　　内 茂　　原 杉　　本 大　　内 杉　　本

2診 阪　　上 担当医師 神経・発達
（要予約） ※戸　澤 担当医師 金　　山循 環 器 ※河　井

※
午
後

1診 慢性疾患 大　　内 慢性疾患 茂　　原 BCG 山　　岡 予防接種 山　　岡 慢性疾患 杉　　本慢性疾患 杉　　本
2診 － 1ヶ月健診 山　　岡 － － －

産婦
人科
※

1診 荻　　野 野　　口 志　　村 辻 青　　山
2診 － － （荻　　野） － （荻　　野）

泌尿
器科
※

1診
（ 9：00～） 荘　　子 中　　村 小　　山 小　　山 中　　村

2診
（10：00～） 小　　山 小　　山 荘　　子 中　　村 荘　　子
眼　科 （ 9：00～） 担当医師 高　　家 （10：30～） 担当医師 高　　家 （ 9：00～） 担当医師
精神科※
（9：00～） 月 2 回 小　　野 物忘れ外来 阿　　部 （緩和ケア） 中　　前 水　　原

耳鼻咽喉科 （ 9：00～） 大　　西 越　　知 （ 9：00～） 毛　　利 信　　原
受付時間  10:30まで

皮膚科 1診 （ 9：00～） 大　　下 （ 9：00～） 金　　子 （ 9：00～） 山　　田 （ 9：00～） 中　　村
2診 （10：00～） 清　　原 － （11：00～） 加　　藤 －

看
護
外
来
※

名称 ストーマ外来 糖尿病療養指導・フットケア リンパ浮腫外来 糖尿病療養指導・フットケア 助産外来
時間 （ 9：30～ 15：00） （ 8：30～ 13：00） （13：00～ 16：00） （ 8：30～ 17：15） （ 9：00～ 17：00）
場所 ㉒ 外科 3診 ⑦ 看護外来 ㉒ 外科 3診 ⑦ 看護外来 ⑳ 産婦人科外来
名称 腎不全看護外来 助産外来 緩和ケア外来 ※初診の方は、まず担当診療科での診察が必要です。

　　ストーマ外来・リンパ浮腫外来…外科一般
　　糖尿病療養指導………………内分泌・糖尿病
　　腎不全看護外来………………泌尿器科（月曜日）
　　認知症看護・介護外来………精神科
　　緩和ケア外来…………………担当科
　　　　　　　　　　　　　　　※助産外来は不要。

時間 （10：00～ 11：00） （ 9：00～ 17：00） （12：30～ 15：30）
場所 ⑦ 看護外来 ⑳ 産婦人科外来 ⑦ 看護外来
名称 緩和ケア外来 認知症看護・介護外来

※第 4のみ
時間 （13：00～ 16：00） （ 8：30～ 16：00）
場所 ㉒ 外科 3診 ⑭ 内科 6診

受付時間  11:00まで


