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第15号医療法人 緑十字会

広　報　誌

ひよこルーム：クリスマス会

デイサービス作品

「地域包括ケアシステム」とは 「地域包括ケア病床」とは
地域で生活する高齢者の住まい・医療・介護・
予防・生活を総合的に支援する、国が進める
システムです。高齢者が
住み慣れた地域で、これ
らのサービスを継続して
受けるための施策です。

地域のご自宅や施設等で生活する方が、体調を崩
され入院が必要な時に受け入れする病床です。入
室後60日の間に退院へ向けた支援を行い、自宅
や施設など入院前の環境への復帰を目指します。
自宅への退院が困難な方は、ケアハウスや有料老
人ホーム、グループホームなどの居住施設、特別
養護老人ホームなどの入所へも向けていきます。

笠岡中央病院は　よりいっそう地域に根ざした医療を提供するため
地域包括ケア病床を中心とした病院に変わりました。
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循環器内科のお知らせ
診療日：毎週水曜日　午前　　
担当医：山根 弘基

次のような症状のある方は、心臓や血管の病気の可能性があります。
●胸や背中が痛くなったり、苦しくなる
●息切れがする、息苦しくなる
●動悸がする、脈が速い、脈が遅い、脈がとぎれる
●めまいがする、意識がとおくなる
●足が痛くなるので、長く歩行できない
●足がはれる、むくむ など

診察の結果、下記の検査が当日できます。
●胸のレントゲン
●心電図
●心臓超音波検査
●動脈硬化検査（ABI／CAVI）

★症状に合わせ、専門病院と連携していますので、精密検査が必要な場合は紹介可能です。
★親切ていねいな診察を行っております。お気軽にご相談ください。

血管形成術・ステント挿入

心臓

大動脈

カテーテル
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「患者の意向を尊重した意思決定のための研修会」に参加しました

１月２２日、厚生労働省委託事業「人生の最終段階における医療体制整備事業」の一環
としての上記研修会に、病院より医師と看護師、訪問看護ステーションより看護師２名
の計４名で参加しました。中国５県の医療従事者が対象で、医師・看護師・薬剤師・ケー
スワーカーなど７６名の参加者でした。
「患者と医療者との十分な対話・その上での患者の意思の尊重」
が中心テーマで、全体に配慮すべきことは、「患者にとって最善の
利益にかなう選択は何か」を常に中心に置く事でした。
寒い一日でしたが、グループワークもあり、熱い議論がかわされました。

（訪問看護ステーション　Ａ．Ｓ）

２月２７日、院内で感染対策研修会を行いました。「抗菌薬の有効な使い方」というテーマで、
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ株式会社の福田　哲哉　先生に講演していただきました。

抗菌薬の投与は病原菌に対する原因療法ですが、菌側はこれに対し薬剤
耐性で抵抗するので、薬剤の種類やその使い方が適切でなければ、治癒
しづらくなったり、逆に悪化することもあります。現在、医師の使える抗菌
薬の数は１５０以上もあり、起炎菌や病態に合わせて適切な選択が求めら
れます。また副作用も考慮しなければなりません。
抗菌薬の種類や選択基準など、改めて再認識した研修会となりました。

感染対策研修会

〈そよかぜ教室のご案内〉当法人では年2回、健康教室「そよかぜ教室」を開催しています。

講師：居宅支援事業所くじば
　　　ケアマネジャー　坂本 綾子
日時：平成29年4月21日金
　　　午後2時より（約1時間）
場所：老人保健施設くじば苑1階　ボランティアルーム

　今回は、ご要望のあった、認知症の
方への接し方について楽しく学び、脳ト
レで、心と体をリフレッシュ！！皆さんと
楽しい時間を過ごせればと思います。

参加費無料、予約不要です。
お気軽にお越しください。

「認知症の方とのコミュニケーション（接し方）」

お知らせ

表 彰　当法人の職員が各部門で表彰されました。（順不同、敬称略）

●備中保健所長　地域医療功労者　西野 ひとみ
●笠岡市優良介護従事者　大塚 要、小野 るり、亀岡 留美
また、笠岡市主催の事業所向け健康チャレンジ「60日間6,000歩
チャレンジ！」に、2グループ計9名が参加し、見事成功しま
した！今後も積極的に「歩く」ことで、健康づくりに努めた
いと思います。

当法人が
「笠岡市子育て応援企業」

に認定されました。
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ひよこルーム

『クリスマス会』
クリスマス会をしました。かわいいアンパンマンがいっ
ぱい！！お父さんやお母さんの前でクリスマスソングを
歌ったり、アンパンマンになりきって踊ったり…。かわい
い姿を見てもらいました。「メリークリスマス！」と、ひ
よこルームにもサンタさんが来てくれ、一人ずつプレゼン
トを渡してもらいました。びっくりした子どもたちの顔
がかわいかったですよ。「またきてね」「またくるよ」と
大喜びでしたよ。

『おじいちゃん、おばあちゃんと…』
デイサービスに遊びにいきました。アンパンマンに変身
して行くと「まぁ、かわいい～」と喜んでいただきました。
おじいちゃんたちと一緒に歌を歌ったり、手遊びやリズム
遊びをして、楽しい時間をすごしました。素敵なプレゼン
トももらってニコニコ笑顔の子どもたちでした。

「ひよこルーム」は、平成２７年７月１日より地域型保育事業に移行しました。
地域のお子さんも受け入れ、「仕事と子育て」を両立できる環境を整えて、安心して仕
事に打ち込めるよう、働くお母さんを応援しています。（毎週金曜日は２４時間体制で
稼働しています。）
また、子供向けオンライン英会話「ハッチリングジュニア」をはじめ、「リトミック」など
保育内容も充実しています。

『まめまき』
自分で鬼のお面を作っている時から、「おにくるの？」と不
安顔…。今年は鬼のパネルに、豆のかわりにボールを投げて、
泣きむし鬼、いじわる鬼、おこりんぼ鬼を追い出しました。「お
には～そと。ふくは～うち。」の声にも力が入っていました。
これで今年も元気にすごせますね。

くじば苑の東側出入り口の正面に車を止めないようにしてほしい。もしくは、つまずいて危ないので、車止め
を撤去するか、夜間照明をつけてほしい。（2017/01/12）
くじば苑の東側出入り口は、職員の通用口になっております。外来者の出入り口は西側（奥側）の正面玄関を
ご利用ください。また、車止めを撤去することはかえって危険ですので、現在は考えておりません。ご了承く
ださい。

くじば苑での清掃について。居室の清掃が十分行き届いていない、食事中の方がいるのに掃除機をかけるなど、
周りに配慮されていない。（2016/12/16）
委託している清掃業者に報告し対応していただきました。現在は周知されております。

久しぶりに来院したが、以前と変わらず皆さんの対応がよく、うれしかった。（2016/11/21）
ありがとうございます。引き続き温かい対応を心掛けていきます。

今後につきましても気になること等ございましたら、ご意見いただければ幸いにございます。
事務長　池田　 美郎　

1

2

3

ご 意 見 箱 の 苦 情 ・ 要 望 に つ い て
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第9回 地産地消給食等メニューコンテスト
中国四国農政局長賞　受賞

いつもお世話になっている方々への感謝の気持ちでいっぱいです…。
これからも、地産地消活動の発展を目指し、患者さんや利用者の
方に喜んでいただける給食作りをしていきたいと思います。
地産地消の取り組みや、日々の食事の紹介など、ブログで更新し
ておりますので、是非ご覧ください！（栄養課一同）

運営理念
　私たちは、お一人お一人の気持ちを大切にし、安心して笑顔
で過ごして頂ける環境作りに、心を込めて取り組みます。
運営理念に基づき、今年度も笑顔あふれるデイサービスく
じばをお届けします!

当法人栄養課が、農林
水産省「第9回地産地
消給食等メニューコン
テスト」で、中四国エリ
ア最優秀の「中国四国
農政局長賞」に選ばれ、
1月22日の山陽新聞朝
刊にも掲載されました。

デイサービスくじば

ご好評につき、今年も握り寿司の屋台がきてくれました!!準備はいつものように皆
さまで…マスクと手袋着用で衛生面もバッチリです。食事の時間が待ち遠しかった!!

節分には「鬼はー外!!」と豆まき。昼食には稲荷ずし
を作り頂きました。

ひな祭りの飾りは、貼り絵の大きな雛壇をつくりました。細
かい作業にくたびれて…嫌にもなりましたが、完成!!みん
なの合作です!当日はひなあられと甘酒でお祝いしました。

見学、一日体験など、ご希望の方はお尋ねください。
（TEL　0865-63-1690）
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新年度になりました。通勤途中の車窓からの景色は春に
変わり、満員電車に揺られながらお花見を楽しんでいま
す。車内も新しい制服やスーツの方々を見かけるように
なり、なんとなく華やいだ雰囲気になりました。新生活
を迎えた方々を見習い、初心にかえってまた1年、頑張
りたいと思います。　　　　　　　　　　　（Ｍ.Ｍ）
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私たちは地域に根ざした医療・福祉のサービスを提供いたします。
笠岡中央病院 老人保健施設 くじば苑
訪問看護ステーション くじば 居宅介護支援事業所　くじば
デイサービス くじば 笠岡市北木島診療所（※笠岡市指定管理者）

医療法人　緑十字会

医療法人　緑十字会

笠岡中央病院 診療日割表 ＴＥＬ 0865-62-5121
ＦＡＸ 0865-62-2706

午

　
　
　前

受付時間 月 火 水 木 金 土

 
９：00

～

11：45

外　科 上田　祐造
（肛門科） 小野　泰生 上田　祐造

（肛門科） 小野　泰生 曽我部　興一 上田　祐造
（肛門科）

内　科 仙石　宣彦 小野木　俊也 仙石　宣彦 小野木　俊也 ― 仙石　宣彦

循環器内科 ― ― 山根　弘基 ― ― ―

小児科
内　科 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次

小児科予防接種
（予約制） ― 竹迫　憲次

9：00～11：00 ― ― 竹迫　憲次
9：00～11：00 ―

整形外科 村尾　力矢 ― ― ― ― ―

皮膚科 ― 浅沼　由美子 ― ― ― 川崎医大
皮膚科医

歯　科 小野　達生 小野　達生 小野　達生
小野　裕子 小野　達生 小野　達生 小野　達生

午

　
　
　後

受付時間 月 火 水 木 金 土

4：00

～

5：45

外　科 曽我部　興一 小野　泰生 小野　泰生 曽我部　興一 曽我部　興一

内　科 小野木　俊也 小野木　俊也 仙石　宣彦 小野木　俊也 ―

小児科
内　科 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次 ― 竹迫　憲次

休

診

小児科予防接種
（予約制）

竹迫　憲次
4：00～4：30

竹迫　憲次
2：00～4：30

竹迫　憲次
4：00～4：30 ― 竹迫　憲次

2：00～4：30

乳児健診 ― 竹迫　憲次
3：00～4：00 ― ― 竹迫　憲次

3：00～4：00

整形外科 村尾　力矢 ― ― 長久　浩明
（4:30～） ―

歯　科
（2:30～） 小野　達生 小野　達生 小野　達生

小野　裕子 小野　達生 小野　達生

※2017年4月１日現在

初診受付
11：30まで

初診受付
５：30まで

★　日曜日、祝日は休診です。
★　歯科は、予約診療になります。初診、急患は随時診療いたします。
★　学会、出張などにより、変更させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
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老人保健施設　くじば苑
ク　リ　ス　マ　ス　会

　１２月２２日に、クリスマス会を開催しました。笠岡高校　吹奏楽部の皆さんに来て頂き、素敵
な演奏を聞かせてくれました。

節 　 　 　 分 お や つ レ ク

ジングルベルやきよしのズンドコ節など素敵な演奏でした。
クリスマスカードもいただきました。
一つ一つ手作りで、それぞれ違う絵のカードに、驚いていました。

ひよこルームから、小さな可愛いサ
ンタさんとトナカイさんがやってき
ました。歌やダンスを披露してくれ
ました。本当に可愛いですね～！

職員によるハンドベルの演奏
です。
今回もがんばりました。仕事
の合間に猛練習した成果は、
いかがでしたでしょうか？？

昼食は、クリスマスメニュー！！
ちょっと聞き慣れないメニューですが、ビー
フストロガノフと生ハムサラダ！！ムース食
の方も楽しめるようになっていました！！

できあがったおやつ。美味しかったですよ!

２月３日、くじば苑に赤鬼と青鬼
がやって来ました。
鬼は外～、福は内～♪豆を投げ
たり、はたまた食べたりと皆さ
ん、楽しまれました。
そして、節分といえば、巻き寿
し！！海苔が食べにくいという声
より、卵シートで巻いた巻き寿
しです。皆さん、美味しそうに
食べていました。

おやつに、2色白玉だんごを作りました。
豆腐と白玉粉を混ぜた、だんごです。

職員サンタと一緒に～。
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新年度になりました。通勤途中の車窓からの景色は春に
変わり、満員電車に揺られながらお花見を楽しんでいま
す。車内も新しい制服やスーツの方々を見かけるように
なり、なんとなく華やいだ雰囲気になりました。新生活
を迎えた方々を見習い、初心にかえってまた1年、頑張
りたいと思います。　　　　　　　　　　　（Ｍ.Ｍ）
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私たちは地域に根ざした医療・福祉のサービスを提供いたします。
笠岡中央病院 老人保健施設 くじば苑
訪問看護ステーション くじば 居宅介護支援事業所　くじば
デイサービス くじば 笠岡市北木島診療所（※笠岡市指定管理者）

医療法人　緑十字会

医療法人　緑十字会

笠岡中央病院 診療日割表 ＴＥＬ 0865-62-5121
ＦＡＸ 0865-62-2706

午

　
　
　前

受付時間 月 火 水 木 金 土

 
９：00

～

11：45

外　科 上田　祐造
（肛門科） 小野　泰生 上田　祐造

（肛門科） 小野　泰生 曽我部　興一 上田　祐造
（肛門科）

内　科 仙石　宣彦 小野木　俊也 仙石　宣彦 小野木　俊也 ― 仙石　宣彦

循環器内科 ― ― 山根　弘基 ― ― ―

小児科
内　科 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次

小児科予防接種
（予約制） ― 竹迫　憲次

9：00～11：00 ― ― 竹迫　憲次
9：00～11：00 ―

整形外科 村尾　力矢 ― ― ― ― ―

皮膚科 ― 浅沼　由美子 ― ― ― 川崎医大
皮膚科医

歯　科 小野　達生 小野　達生 小野　達生
小野　裕子 小野　達生 小野　達生 小野　達生

午

　
　
　後

受付時間 月 火 水 木 金 土

4：00

～

5：45

外　科 曽我部　興一 小野　泰生 小野　泰生 曽我部　興一 曽我部　興一

内　科 小野木　俊也 小野木　俊也 仙石　宣彦 小野木　俊也 ―

小児科
内　科 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次 ― 竹迫　憲次

休

診

小児科予防接種
（予約制）

竹迫　憲次
4：00～4：30

竹迫　憲次
2：00～4：30

竹迫　憲次
4：00～4：30 ― 竹迫　憲次

2：00～4：30

乳児健診 ― 竹迫　憲次
3：00～4：00 ― ― 竹迫　憲次

3：00～4：00

整形外科 村尾　力矢 ― ― 長久　浩明
（4:30～） ―

歯　科
（2:30～） 小野　達生 小野　達生 小野　達生

小野　裕子 小野　達生 小野　達生

※2017年4月１日現在

初診受付
11：30まで

初診受付
５：30まで

★　日曜日、祝日は休診です。
★　歯科は、予約診療になります。初診、急患は随時診療いたします。
★　学会、出張などにより、変更させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
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「患者の意向を尊重した意思決定のための研修会」に参加しました

１月２２日、厚生労働省委託事業「人生の最終段階における医療体制整備事業」の一環
としての上記研修会に、病院より医師と看護師、訪問看護ステーションより看護師２名
の計４名で参加しました。中国５県の医療従事者が対象で、医師・看護師・薬剤師・ケー
スワーカーなど７６名の参加者でした。
「患者と医療者との十分な対話・その上での患者の意思の尊重」
が中心テーマで、全体に配慮すべきことは、「患者にとって最善の
利益にかなう選択は何か」を常に中心に置く事でした。
寒い一日でしたが、グループワークもあり、熱い議論がかわされました。

（訪問看護ステーション　Ａ．Ｓ）

２月２７日、院内で感染対策研修会を行いました。「抗菌薬の有効な使い方」というテーマで、
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ株式会社の福田　哲哉　先生に講演していただきました。

抗菌薬の投与は病原菌に対する原因療法ですが、菌側はこれに対し薬剤
耐性で抵抗するので、薬剤の種類やその使い方が適切でなければ、治癒
しづらくなったり、逆に悪化することもあります。現在、医師の使える抗菌
薬の数は１５０以上もあり、起炎菌や病態に合わせて適切な選択が求めら
れます。また副作用も考慮しなければなりません。
抗菌薬の種類や選択基準など、改めて再認識した研修会となりました。

感染対策研修会

〈そよかぜ教室のご案内〉当法人では年2回、健康教室「そよかぜ教室」を開催しています。

講師：居宅支援事業所くじば
　　　ケアマネジャー　坂本 綾子
日時：平成29年4月21日金
　　　午後2時より（約1時間）
場所：老人保健施設くじば苑1階　ボランティアルーム

　今回は、ご要望のあった、認知症の
方への接し方について楽しく学び、脳ト
レで、心と体をリフレッシュ！！皆さんと
楽しい時間を過ごせればと思います。

参加費無料、予約不要です。
お気軽にお越しください。

「認知症の方とのコミュニケーション（接し方）」

お知らせ

表 彰　当法人の職員が各部門で表彰されました。（順不同、敬称略）

●備中保健所長　地域医療功労者　西野 ひとみ
●笠岡市優良介護従事者　大塚 要、小野 るり、亀岡 留美
また、笠岡市主催の事業所向け健康チャレンジ「60日間6,000歩
チャレンジ！」に、2グループ計9名が参加し、見事成功しま
した！今後も積極的に「歩く」ことで、健康づくりに努めた
いと思います。

当法人が
「笠岡市子育て応援企業」

に認定されました。
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ひよこルーム

『クリスマス会』
クリスマス会をしました。かわいいアンパンマンがいっ
ぱい！！お父さんやお母さんの前でクリスマスソングを
歌ったり、アンパンマンになりきって踊ったり…。かわい
い姿を見てもらいました。「メリークリスマス！」と、ひ
よこルームにもサンタさんが来てくれ、一人ずつプレゼン
トを渡してもらいました。びっくりした子どもたちの顔
がかわいかったですよ。「またきてね」「またくるよ」と
大喜びでしたよ。

『おじいちゃん、おばあちゃんと…』
デイサービスに遊びにいきました。アンパンマンに変身
して行くと「まぁ、かわいい～」と喜んでいただきました。
おじいちゃんたちと一緒に歌を歌ったり、手遊びやリズム
遊びをして、楽しい時間をすごしました。素敵なプレゼン
トももらってニコニコ笑顔の子どもたちでした。

「ひよこルーム」は、平成２７年７月１日より地域型保育事業に移行しました。
地域のお子さんも受け入れ、「仕事と子育て」を両立できる環境を整えて、安心して仕
事に打ち込めるよう、働くお母さんを応援しています。（毎週金曜日は２４時間体制で
稼働しています。）
また、子供向けオンライン英会話「ハッチリングジュニア」をはじめ、「リトミック」など
保育内容も充実しています。

『まめまき』
自分で鬼のお面を作っている時から、「おにくるの？」と不
安顔…。今年は鬼のパネルに、豆のかわりにボールを投げて、
泣きむし鬼、いじわる鬼、おこりんぼ鬼を追い出しました。「お
には～そと。ふくは～うち。」の声にも力が入っていました。
これで今年も元気にすごせますね。

くじば苑の東側出入り口の正面に車を止めないようにしてほしい。もしくは、つまずいて危ないので、車止め
を撤去するか、夜間照明をつけてほしい。（2017/01/12）
くじば苑の東側出入り口は、職員の通用口になっております。外来者の出入り口は西側（奥側）の正面玄関を
ご利用ください。また、車止めを撤去することはかえって危険ですので、現在は考えておりません。ご了承く
ださい。

くじば苑での清掃について。居室の清掃が十分行き届いていない、食事中の方がいるのに掃除機をかけるなど、
周りに配慮されていない。（2016/12/16）
委託している清掃業者に報告し対応していただきました。現在は周知されております。

久しぶりに来院したが、以前と変わらず皆さんの対応がよく、うれしかった。（2016/11/21）
ありがとうございます。引き続き温かい対応を心掛けていきます。

今後につきましても気になること等ございましたら、ご意見いただければ幸いにございます。
事務長　池田　 美郎　

1

2

3

ご 意 見 箱 の 苦 情 ・ 要 望 に つ い て



－4－

広報誌 そよかぜ2017年4月発行　第15号

第9回 地産地消給食等メニューコンテスト
中国四国農政局長賞　受賞

いつもお世話になっている方々への感謝の気持ちでいっぱいです…。
これからも、地産地消活動の発展を目指し、患者さんや利用者の
方に喜んでいただける給食作りをしていきたいと思います。
地産地消の取り組みや、日々の食事の紹介など、ブログで更新し
ておりますので、是非ご覧ください！（栄養課一同）

運営理念
　私たちは、お一人お一人の気持ちを大切にし、安心して笑顔
で過ごして頂ける環境作りに、心を込めて取り組みます。
運営理念に基づき、今年度も笑顔あふれるデイサービスく
じばをお届けします!

当法人栄養課が、農林
水産省「第9回地産地
消給食等メニューコン
テスト」で、中四国エリ
ア最優秀の「中国四国
農政局長賞」に選ばれ、
1月22日の山陽新聞朝
刊にも掲載されました。

デイサービスくじば

ご好評につき、今年も握り寿司の屋台がきてくれました!!準備はいつものように皆
さまで…マスクと手袋着用で衛生面もバッチリです。食事の時間が待ち遠しかった!!

節分には「鬼はー外!!」と豆まき。昼食には稲荷ずし
を作り頂きました。

ひな祭りの飾りは、貼り絵の大きな雛壇をつくりました。細
かい作業にくたびれて…嫌にもなりましたが、完成!!みん
なの合作です!当日はひなあられと甘酒でお祝いしました。

見学、一日体験など、ご希望の方はお尋ねください。
（TEL　0865-63-1690）
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新年度になりました。通勤途中の車窓からの景色は春に
変わり、満員電車に揺られながらお花見を楽しんでいま
す。車内も新しい制服やスーツの方々を見かけるように
なり、なんとなく華やいだ雰囲気になりました。新生活
を迎えた方々を見習い、初心にかえってまた1年、頑張
りたいと思います。　　　　　　　　　　　（Ｍ.Ｍ）
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訪問看護ステーション くじば 居宅介護支援事業所　くじば
デイサービス くじば 笠岡市北木島診療所（※笠岡市指定管理者）
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笠岡中央病院 診療日割表 ＴＥＬ 0865-62-5121
ＦＡＸ 0865-62-2706

午

　
　
　前

受付時間 月 火 水 木 金 土

 
９：00

～

11：45

外　科 上田　祐造
（肛門科） 小野　泰生 上田　祐造

（肛門科） 小野　泰生 曽我部　興一 上田　祐造
（肛門科）

内　科 仙石　宣彦 小野木　俊也 仙石　宣彦 小野木　俊也 ― 仙石　宣彦

循環器内科 ― ― 山根　弘基 ― ― ―

小児科
内　科 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次

小児科予防接種
（予約制） ― 竹迫　憲次

9：00～11：00 ― ― 竹迫　憲次
9：00～11：00 ―

整形外科 村尾　力矢 ― ― ― ― ―

皮膚科 ― 浅沼　由美子 ― ― ― 川崎医大
皮膚科医

歯　科 小野　達生 小野　達生 小野　達生
小野　裕子 小野　達生 小野　達生 小野　達生

午

　
　
　後

受付時間 月 火 水 木 金 土

4：00

～

5：45

外　科 曽我部　興一 小野　泰生 小野　泰生 曽我部　興一 曽我部　興一

内　科 小野木　俊也 小野木　俊也 仙石　宣彦 小野木　俊也 ―

小児科
内　科 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次 ― 竹迫　憲次

休

診

小児科予防接種
（予約制）

竹迫　憲次
4：00～4：30

竹迫　憲次
2：00～4：30

竹迫　憲次
4：00～4：30 ― 竹迫　憲次

2：00～4：30

乳児健診 ― 竹迫　憲次
3：00～4：00 ― ― 竹迫　憲次

3：00～4：00

整形外科 村尾　力矢 ― ― 長久　浩明
（4:30～） ―

歯　科
（2:30～） 小野　達生 小野　達生 小野　達生

小野　裕子 小野　達生 小野　達生

※2017年4月１日現在

初診受付
11：30まで

初診受付
５：30まで

★　日曜日、祝日は休診です。
★　歯科は、予約診療になります。初診、急患は随時診療いたします。
★　学会、出張などにより、変更させて頂く場合がございますので、ご了承ください。


