
　　  診療受付時間：　初診　８：３０～１０：３０　　再診　８：３０～１１：００まで

月 火 水 木 金

福留　啓吾 中尾　祐樹 福留　啓吾 中尾　祐樹 中尾　祐樹

リウマチ・膠原病外来
（終日） 駿河　幸男

糖尿病外来（午前） 福重　恵利子

肝臓外来（終日）
長谷川将、橋口正史

（第２、４週）

生活習慣病
予防健診・ドック 小寺　顕一 小寺　顕一 佃屋　剛

田中　修也 田中　修也 田中　修也 田中　修也 田中　修也

青木雅也（第2・４週）

小寺　顕一 小寺　顕一（午後） 小寺　顕一（午前）

川﨑　大輔 川﨑　大輔 川﨑　大輔 川﨑　大輔

午前 有村　仁志 有村　仁志 有村　仁志 有村　仁志 有村　仁志

午後 もの忘れ認知症外来 脳ドック

加藤　健司 加藤　健司 加藤　健司 手術 加藤　健司

木山　貴陽 木山　貴陽 木山　貴陽 手術 木山　貴陽

鹿大応援医師
（第2.4週）

福重　寿郎 福重　寿郎 福重　寿郎 福重　寿郎 福重　寿郎

水流　尚志 水流　尚志 水流　尚志 水流　尚志 水流　尚志

楠田政輝／四元太一 楠田政輝／四元太一 楠田政輝／四元太一 楠田政輝／四元太一 楠田政輝／四元太一

健診・予防接種
１３時３０分～１５時

初診・再診受付
１５時～１６時 心エコー検査

応援医師（終日） 応援医師（午前）

腹部エコー 午前 検査室 検査室 検査室

川崎　大輔（終日） 小寺　顕一（午前） 小寺　顕一（午前）

放射線部(午後) 有村　仁志（午後）

シンチ 終日 脳血流シンチ 骨シンチ 心筋シンチ 腫瘍シンチ/骨シンチ 脳血流シンチ

午前／上部消化管 木山貴陽／福留啓吾 中尾　祐樹 鹿大応援医師

午後／下部消化管 重田浩一朗／肱黑薫 鹿大応援医師

気管支鏡 午後 田中　修也 田中　修也

CT･MRI 終日 終日 終日 終日 終日 終日

　〒895-2526

　鹿児島県伊佐市大口宮人５０２－４

　ＴＥＬ　0995-22-8511（代）

　ＦＡＸ　0995-22-9397

　Ｅメール　ｈｏｋ-ｈｏｓ＠ｐｒｅｆ．Ｋａｇｏｓｈｉｍａ．lg．jp

循環器内科（終日）

診　療　科

内　科 　（午前）

呼吸器内科（午前）

呼吸器外科（午前）

神経内科

外　科 午前

脳神経外科

小児科

午前

午後
初診・再診受付
１４時～１６時

初診・再診受付１４時～１６時

心エコー

頚部エコー

内視鏡

放射線科（読影のみ）

１．患者さんの満足、ご家族の安心を提供します。（医療の姿勢）

２．急性期医療の実践と、より高い専門医療を追求します。（診療の特徴）
３．地域の救急医療体制に、積極的に貢献します。（診療の特徴）
４．地域の医療・福祉との連携を強め、これを支援します。（地域の支援）

５．仕事を通して、喜びと生きがいを追求します。（医療人としての姿勢）

慈愛 協調 前進

平成30年8月改訂

みなさん、こんにちは。

数十年に一度の重大な災害が予想される場合に出され

る「大雨特別警報」 が続出した「平成３０年７月豪雨」

による、甚大な被害をもたらした梅雨が終わった途端に、

今度は、過去の国内記録に並ぶ41.1℃という途方もない

最高気温が埼玉県熊谷市で観測されるなど、日本中で猛

暑日が続きました。このため、今年7月の平均気温は、

東日本で平年比+2.8℃、西日本でも+1.6℃と例年にない

暑さとなり、7月に熱中症により緊急搬送された人は、

日本全国で5万4220人、死者は133人と、2008年の

統計開始以降、月別で最多となったとのことです。

8月１３日には大分県日田市で39.9℃と九州史上最高気温を記録し、伊佐市でも、7

月25日には、36.8℃の最高気温を記録するなど、この夏は１４日も真夏日を数えてい

ます。

最近になり、朝夕は気温が下がってきていますが、まだまだ日中は厳しい残暑が続い

ております。先日の、「市民のための健康セミナー」にて、木山貴陽外科医長が、「高

齢者の熱中症予防について」というタイトルで詳しく説明いたしましたように、家の中

でも気温が高ければ熱中症を生じる危険性があります。気温だけでなく湿度の上昇にも

気をつけて、「暑さ指数」を参考にして、こまめな補水を心掛けてください。
これからの気候の変わり目は、熱中症だけ

でなく、何かと体調を崩し易い時期です。体

に異常を感じたら、無理をせずに体をゆっく

り休めてください。症状が改善しないときに

は、我慢せず早めに病院を受診してください。

これからも、北薩病院をよろしくお願いい

たします。

具合が悪い

い時は、

早めに受診

するのだ！

院長 小寺 顕一

伊佐市公認キャラクター

イーサキング

平成30年度糖尿病教室のご案内

～楽しく続ける！糖尿病の予防と治療～

○平成30年12月5日（水）11:00～12:00

定 員 15名

参加費 有料

場 所 2階講堂

参加ご希望の方は，申込書を１週間前までに内科外来へご提出ください。

当日は，受付後10:50までに内科外来へお越しください。



　　　

　　　

質問①

「大事にしている言葉」

または「座右の銘」を

教えて下さい

質問②

実は私、〇〇なんです

(^o^)

役 職

氏 名

質問①

・和を以て貴しと為す

・情けは人の為ならず

・人生に無駄なこと

なんてない

質問②

実は私、多趣味なんです
写真、カメラ、手作りパン、バド ミ

ントン、自作スピーカー、映画鑑賞、

ドライブ等々･･･広く浅く楽しんで

います！

質問①

彼（敵）を知り、己を知れば、

百戦殆う（危う）からず
（相手の事を知り、自分の力量を知れば、

決して負けることはない）

「孫子の兵法」で有名すぎる言葉ですが、

現代において仕事・スポーツ等でも通用

すると思います。己を知るというのは難し

いです･･･

質問②

実は私、ゴルフが好きなんで

す！
己を知らないため、成功率の悪い無理を

して大叩きすることがあります。「百戦」で

はなくて100を切ることができません...。

医療ではそういうことがないように心が

けていきたいと思います。

循環器内科部長

川﨑 大輔
副院長

福重 寿郎

質問①

全力投球！

質問②

こうみえても・・・

バレーボール・ソフトボー

ル・野球など

見るのも好きですが、

やるのも大好きです！！

質問①

暑さ寒さも彼岸まで

質問②

私は野鳥を見るのが好き
です!

おおくちは,

山の鳥がいろいろいて

いいところ(*^o^*)

質問①

努力は人を裏切らない

質問②

実は私、サブ4

マラソンランナーです
(約10年前ですが)

質問①

日々是好日（ひびこれこ

うにち）

質問②

実は私、虎キチです！

孫ちゃんズ大好き！です

質問①

右眼1.2、左眼1.0です！
（それは「左右の眼」ですよ

(>_<) ｂｙ担当）

質問②

実は私、音楽・映画鑑賞

好きなんです！
機械いじり（ドライバーで分

解）も好きです。修理はで

きませんが…

質問①

人つきあいが苦手ならば、とりあ

えず、かたっぱしから、挨拶だけ

でもしましょう。
目は笑っていなくてもいいです！

質問②

実は私は、ミュージシャンです！
専門は打楽器で得意楽器はハンドク

ラップです。私の写真を使うときは肖

像権がある為、あらかじめご連絡下さ

い。事務所（加藤プロダクション）

芸名は、ドクトルカトウ。宜しくお願い

します！（(^▽^)）

質問①

不撓不屈

質問②

実は私スキーをします

質問①

Ｏｎｅ ｆｏｒ ａｌｌ，Ａｌｌ

ｆｏｒ ｏｎｅ．

質問②

実は私、パパになりました！
娘がかわいくて仕方ありません

(^o^)

質問①

Ｗｈｅｒｅ ｔｈｅｒｅ

ｉｓ ａ ｗｉｌｌ，

ｔｈｅｒｅ ｉｓ ａ ｗａｙ.
（なせばなる なさねばならぬ なにごと

も）

質問②

実は私、ゲーマーなんです！
リアルのゴルフはできませんが･･･

「みんゴル」なら優勝できると

思います。

質問①

お腹いっぱい食べる

質問②

実は私、辛い物が苦手

なんです！
…けど汗かきながら食べ

るのは好きです！

美味しいカレー屋さん情報

待ってます

質問①

自分に正直に

質問②

実は私、猫派なんです!

小さい頃、犬・猫はもちろん

インコ・ウサギ・モルモット・チ

ンチラ・金魚・亀・カブトムシ・

スズムシなどなど・・・いろい

ろ飼ってきましたが、やっぱ

り猫が一番ですね(^_^)/

神経内科部長

有村 仁志
内科医長

中尾 祐樹

内科医務技師

福留 啓吾

副院長

第一呼吸器内科部長

田中 修也

第二呼吸器内科部長

佃屋 剛院長

小寺 顕一

小児科部長

水流 尚志

外科医長

木山 貴陽
外科部長

加藤 健司

小児科医長

楠田 政輝

小児科医務技師

四元 太一


