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　「津名病院だより（2009年春号）」にも「順心淡路病院歯科口腔外科の現状と展望」というタイトル
で掲載させていただきました。あれから６年が経過した歯科口腔外科についてお伝えします。
　約４年前から淡路市歯科医師会に入会させていただき、開業歯科医院とも連携をとりながらより地域
に密着した医療を行っています。当科は歯科口腔外科を標榜しており、近年の高齢化社会に対応して多
くの基礎疾患を有する高齢患者さんへも安心できる歯科治療を提供することを第一に考えています。ま
た、親知らずなどの難抜歯、抗血栓治療中の患者さんの抜歯、顎骨膿疱、歯性感染症などにも対応可能
です。さらには口腔腫瘍（良性・悪性腫瘍）も適切な診断を行い、神戸大学病院、兵庫県立がんセンター、
淡路医療センターへ迅速に紹介させて頂いております。
　この一年間「順心淡路病院に歯科があるって知らなかった」と言う患者さんの声を聞く機会もありま
した。これからは、「順心淡路病院は良い歯科口腔外科があります」と言う声が聞けるよう、スタッフ
一同努力していきたいと考えています。
　口腔内のことで何かご心配な事がございましたらお気軽にご相談下さい。
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【出身大学】
大阪市立大学医学部
(現在、兵庫医科大学病院乳腺・
　内分泌外科勤務)

【資格・認定医】
外科専門医
日本乳癌学会認定医
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糖尿病(２型及び成人Ⅰ型糖尿病)、
生活習慣病

【資格・認定医】
神戸大学名誉教授
日本糖尿病学会認定糖尿病専門医
日本糖尿病協会栄養指導医
日本内科学会認定内科医
日本医師会産業医

　当院では、淡路市の乳癌検診を予約制で受診していただ
けるほか、しこりを自覚されたなどの症状のある方を随時
受け付けています。
　検査はマンモグラフィ―と超音波検査を組み合わせて行
い、疑わしいしこりがあれば細胞診検査、組織診検査で良
性、悪性の診断を行います。
　当院で乳がんと診断された方は、これまで、兵庫県立が
んセンター・徳島大学病院・兵庫医科大学病院にご紹介し
ました。
治療後は当院に通院も可能です。
　乳がんの治療法、検査法はこの20年で大きく進歩しま
した。早期発見こそ最大の治療です。
　この機会にぜひ乳がんの検診を受けてください。

　糖尿病に診断がついた時、インスリンを分泌する膵ベー
タ細胞機能は正常人の約半分以下に減り、残存する同細胞
も大変疲弊しています。
　高血糖の持続、同細胞に直接作業する薬の使用はさらに
その細胞を死滅させ、インスリン注射が必要になることが
あります。
　それ故、当外来では、初診時患者さんの高血糖の原因（食
生活の乱れ、ベータ細胞機能低下等）を調べ、将来合併症
の発症が増悪、インスリン療法への移行を防ぐための、最
新の治療を行っています。

　消化器外科を中心に外科的疾患全般の診療を行っており
ます。
　特に、食道・胃・十二指腸を中心とした上部消化管の病
気、ならびに大腸・肛門を中心とした下部消化管の病気を
専門としております。内視鏡検査としては、胃カメラ、大
腸カメラを随時実施しております。原因不明の貧血や、食
欲不振、吐き気やおう吐、胸焼け、胃部痛などでお困りの
方は、是非一度胃カメラ検査を受けられることをお勧めし
ます。また、便秘やお腹の張りが強い、便に血が混じるな
どの症状のある方は、大腸カメラをはじめとした大腸の精
密検査をお勧めします。肛門部の腫れや痛み、紙に血が付
くなどの症状がある方は、常時肛門診察も行っております
ので、一度ご相談下さい。
　これまで、職場検診あるいは町ぐるみ検診などで、胃や
大腸の精密検査が必要と判断された方々も、掛かり付けの
先生からのご紹介や、検診結果を持参しての直接来院で、多
くの胃カメラ・大腸カメラなどの検査を実施しております。

　お急ぎの場合や、緊急での診察を希望される場合は、常勤として勤務しておりますので、外来診察日以外でも、ご
連絡・ご相談下さい。可能な限り、対応させて頂きます。
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外来リハビリ

　予約制となっていますので、担当療法士がマンツーマンのもと、安心して治療が提供で
きるようにしています。リハビリ専門職による治療では、患者様の病態に適した治療選択
を行い、生活動作の改善や仕事復帰・スポーツ復帰の援助を相談しながら行っていきます。
　スタッフ一同、皆様のニーズに応えられるように、日々最新の医学知識・治療技術の習
得に努めています。リハビリをご希望の際はまず医師にご相談ください。

　当院では、リハビリ専門職である理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が在籍し外来リ
ハビリを行っています。
　主には関節疾患、脊柱疾患や術後などの整形外科疾患、脳卒中やパーキンソン病などの
中枢性疾患及び小児麻痺、交通外傷やスポーツ外傷など、さまざまな患者さまに利用して
頂いてます。

症状出現

医師の診察

診察結果により
リハビリ開始

予約

通院

「重い荷物を持ってから腰を痛めて治ら
ない」「肩が挙がらない」「最近膝が痛い」
「片側の手足がしびれる、うまく動かな
い」「うまく飲み込めない、むせる」「しゃ
べりにくい」「スポーツをして痛めた」「高
齢により体力が低下してきた」等

徒手療法

運動療法 手指巧緻性訓練

物理療法

言語訓練
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◎外来診察について

診察
時間

受付
時間

午前（9〜12時） 午後（16時〜18時）
8時30分〜11時30分 15時30分〜17時30分

月

総合科
外科

整形外科（第1・3週）
（9：30〜12：00）

内科
消化器外科

【予約】歯科口腔外科
（9：30〜12：00）

中谷
片川

植田

川口知己
西庄

米澤

内科
外科

【予約】歯科口腔外科
（13：30〜17：30）

川口知己
西庄

米澤

火
乳腺外科
整形外科
内科
外科

宮川
市橋

川口知己
西庄

乳腺外科 宮川
総合科 担当医

外科 西庄

水

内科
総合科／消化器外科

向田
中谷／西庄

整形外科 市橋

内科 向田

【予約】糖尿病内科

外科

【予約】歯科口腔外科
（9：00〜14：00） 米澤

川口侃

松本

川口侃【予約】糖尿病内科
（15：00〜17：00）

外科 松本

木

皮膚科 神保
外科／消化器外科 片川／西庄
整形外科 市橋

【予約】糖尿病内科 川口侃

内科 向田

外科 片川

川口侃【予約】糖尿病内科
（15：00〜17：00）

金

【予約】糖尿病内科 川口知己

整形外科 市橋
内科 向田
外科 東野

【予約】歯科口腔外科
（9：00〜12：00） 南川

内科 向田
外科 東野

【予約】歯科口腔外科
（14：00〜18：00） 南川

脳神経外科 担当医(第5週は休診)

循環器内科 佐野(第1週)、溝口(第2週)
長澤(第3週)、大岡(第4週)、寺下(第5週)

外科 森川
【予約】歯科口腔外科
第1・3週(9：00〜12：00) 担当医
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神戸大学大学院医学研究科
口腔外科学分野　講師

【資格】
医学博士
日本口腔外科学会専門医
日本口腔腫瘍学会暫定口腔
癌指導医
日本がん治療認定医機構がん
治療認定医（歯科口腔外科）
専門：顎口腔腫瘍
　　　有病者歯科

編 集 後 記
　いったい、どんな先生が診てくれるのかしら？そん
な不安な気持ちで受診することってありますよね。
　今回の広報は皆様に当院の医師や診療内容をもっと
知っていただこうと思いこのように企画しました。
　やさしく親切な方ばかりです。
　これからも随時紹介の予定ですので参考にしてくだ
さい。　　　　　　　　　　　（広報委員　濵田浩美）※土曜日の診療時間は9：00〜12：00(受付時間は8：30〜11：30)

地域医療の
充実をはかり、
安全で信頼される
医療を目指します

１．急性期医療と救急医療を担い、
　　地域の需要に応えます

１．良質の医療を受ける権利

１．地域連携を深め、
　　地域と一体になった医療を行います

１．高齢者医療と
　　リハビリテーションの充実に努力します

１．医療人として誇りを持ち、
　　活気あふれる職場づくりを目指します

※担当医師により診療時間の変更や休診の場合もありますので、
　あらかじめお電話でご確認ください、

１．選択の自由の権利
１．情報を知る権利
１．自己決定の権利
１．プライバシーなどの秘密保持を
　　得る権利
１．健康教育を受ける権利
１．尊厳を得る権利

順心淡路病院の基本方針 患者様の権利順心淡路病院の理念

医療法人社団 順心会

順心淡路病院編集／発行 〒656-2156　兵庫県淡路市大町下66- 1
TEL.0799-62-7501(代表) FAX.0799-62-7502
ホームページアドレス http://www.junshin.or.jp

整形外科 市橋(第1・3・5週)、牧野(第2・4週)
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総合科／消化器外科 中谷／西庄


