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年には約４２０万人となっており︑傷病別の患

年２月には﹁これからの精神保

にとって身近な疾患となっています︒
こうした中︑平成

を活用し独自の地域包括ケアシステムを構築し取り組

多方面から患者さまをサポートできるよう︑法人資源

サービスを提供しています︒また様々な職種の職員が

当法人では医療・福祉・介護に対して多岐に渡る

築を目指すことを新たな理念として明確にしました︒

﹁精神障害にも対応した地域包括ケアシステム﹂の構

︵就労︶︑地域の助け合い︑教育が包括的に確保された

るよう︑医療︑障害福祉・介護︑住まい︑社会参加

員として安心して自分らしい暮らしをすることができ

精神障害の有無や程度にかかわらず︑誰もが地域の一

健医療福祉のあり方に関する検討会﹂報告書において︑
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医療部門

当法人は３病院２クリニックを擁
し︑南陽市︑米沢市︑山形市に於い
て精神科医療の中核として︑法人内
外の医療・福祉・介護事業と連携し︑
障害を抱えた方々に関わっておりま
す︒

佐藤病院︵南陽市︶

24

第１回

若宮病院では︑工芸︑音楽︑運動
療法等︑様々なリハビリテーション
を用いたアルコール依存症治療を中
心に︑ 年以上地域の精神科医療を
担って参りました︒近年は︑地域の
ニーズに応える形で︑精神科救急医
療︑児童思春期︑デイケア治療も展
開し︑昨年には就労移行支援Ｂ型事

若宮病院︵山形市︶

の患者さまを 時間受け入れるため
の︑ハード面の設備と医師をはじめ
としたマンパワー︑質の高い治療・
看護技術を完備しております︒
入院加療が必要になった場合には︑
ご本人やご家族の意向を尊重し︑入
院早期から退院に向けた生活をイ
メージしながら︑必要な支援が必要
な時に導入できるよう︑多職種で検
討しております︒高齢化に伴い︑介
護保険への移行なども課題になって
いますが︑その方その方にとって良
い選択ができるよう︑関わることが
大事だと思っております︒
また山形県より指定を受け︑﹁認
知症疾患医療センター﹂事業も行っ
ております︒地域保健医療︑介護関
係者の研修や連携を通じて︑地域に
おける認知症疾患の保健医療水準向
上を図る事を目的としています︒

精神科における
地域包括ケアシステムへの取り組みについて
保健︑医療︑介護︑
福祉の幅広い視点に立って
わが国の地域精神保健医療福祉については︑平成

平成

近年︑精神疾患を有する患者の数は増加傾向にあり︑

う理念を明確にし︑様々な施策を行ってきました︒

ン﹂において﹁入院医療中心から地域生活中心﹂とい

年９月に策定した﹁精神保健医療福祉の改革ビジョ
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者数をみると脳血管疾患や糖尿病を上回るなど︑国民

29

んでいます︒

佐藤病院では︑増大する傾向にあ
る急性期入院に対応すべきシステム
をいち早く導入しました︒
全国でも設置病院が増えてきてい
る精神科救急急性期医療入院料︵旧
称精神科救急入院料︶を︑２００６
年︑東北では初めて設置し︑急性期
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特 集

koutokuー

の確保の観点から︑米沢市立病院と
当法人が精神病床の再編統合という
形で平成 年６月１日に米沢こころ
の病院が開設されました︒
現在米沢市で唯一の精神科の入院
機関となっており︑佐藤病院︑若宮
病院同様に精神科救急急性期医療入
院料病棟を擁し︑スピーディで実効
性の高い短期入院治療を目指し︑入
院初期から社会資源や様々なサービ
スをマネジメントし︑退院後も安定
した生活が送れるよう支援していま
す︒
また精神科デイケアも併設し︑各
職種が専門性を発揮し︑利用者様の
早期回復︑社会参加につながるよう
切れ目のない支援を進めております︒

トータルヘルスクリニック
︵南陽市︶
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内科︑精神科デイケア︑認知症デ
イケアを擁し︑デイケア部門は︑地
域と精神医療をつなぐ﹃かけはし ﹄
としての役割を担っています︒退院
して間もない不安を抱えている方に
対し︑継続した医療と生活能力等の

向上に向けた専門的かつ効果的な関
わりを通して︑病気を再発させず安
心して地域の中で生活できるようサ
ポートしています︒そのため共同生
活援助事業所における公徳会施設グ
ループホーム﹁くぬぎ荘﹂との関係
は深く︑くぬぎ荘に入所している方
を多数受け入れています︒
その他に︑生活習慣・生活リズム
の確立︑家族間調整といった面では︑
訪問部門﹁南陽訪問看護ステーショ
ン﹂と連携を取っています︒各種プ
ログラム・作業療法による就労面で
の 関 わ り と し て は︑﹁ 公 徳 会 就 労 支
援センター﹂と連携を取り社会参加
に向けた取り組みを行っています︒

米沢駅前クリニック︵米沢市︶

精神医療を必要とする誰もが︑安
心して医療を受けられるよう︑米沢
駅前クリニックは︑米沢市内で唯一
土曜日に精神科外来︑児童思春期外
来を行っております︒その為︑平日
お仕事の方やお子様︑そのご家族様
にとって仕事や学校等生活スタイル
への負担を軽減し︑通院継続可能と
なるような支援体制となっておりま

す︒また︑夜間祝日等でも 時間連
絡が取れる体制を取り︑他医療機関
等との連携に努めております︒
デイケアでは︑自宅退院以外の介
護施設やグループホーム等の施設利
用となった場合でも通所可能であり︑
入院前の生活スタイルを継続するた
めの資源の一つとなっております︒
また︑ナイトケアでは︑夕方から
開催し︑日中働いている方に対して︑
夕食の提供や生活や仕事の相談等︑
安心できる場を提供しております︒

南陽訪問看護ステーション
︵南陽市・山形市︶
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南 陽 市 に 拠 点 を 置 く︑﹁ 南 陽 訪 問
看護ステーション﹂を拡大し︑昨年
は若宮病院建物内にサテライト事業
所の新設致しました︒
訪問看護は︑介護保険か医療保険
が適用される２種類のサービスがあ
り︑介護・医療保険適用は共に︑病
院・診療所の医師の訪問看護指示に
より︑頻繁に受診することが困難な
方のご自宅︑または施設へ看護師等
︵看護師・保健師・理学療法士・作
業療法士等︶がお伺いし︑看護・介
護サービスの提供を致します︵介護
保険適用の場合は︑利用者様のご担
当のケアマネージャーがケアプラン
を作成します︶
︒
精神医療の経験を精神科訪問看護
の 分 野 に 視 野 を 拡 充 し︑﹁ 精 神 障 害
にも対応した地域包括ケアシステ
ム﹂構築の一助となるよう環境の整
備を図ります︒
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業所︑南陽訪問看護ステーションサ
テライトの開設により︑地域生活の
ケアを充実させる環境が整いました︒
また︑思春期デイケアや障害者フッ
トサルなど︑特に若者の社会復帰に
力を入れて取り組んでおります︒
当医療圏ではクリニックや高齢者
施設︑総合病院が多く︑複数の機関
を同時に利用される方もいます︒治
療やサービスの利用が途絶えないよ
う患者さまの希望に応じて︑医療・
福祉・介護・施設・教育など各機関
と連携し︑その方の生活を包括的に
支えられるよう医療提供を進めてお
ります︒
﹁子どもからお年寄りまで︑入院
から退院後のケアまで﹂困った時に︑
困った人に手を差し伸べられる体制
をとり︑引き続き地域に根差した精
神科医療福祉を提供してまいります︒

米沢こころの病院︵米沢市︶
平成 年に米沢市立病院の精神科
の閉鎖に伴い︑米沢市の精神科医療
28

精神科での地域包括ケアシステム
地域生活支援拠点を中心にして

障がい福祉(介護)
・共同生活支援（グループホーム）

・短期入所

介護サービス包括型
日中サービス支援型

・体験入所
・自立生活援助
・就労支援Ａ型・Ｂ型
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医

療

病院
入院（救急病棟）
外来
精神科デイケア

認知症デイケア

地域生活支援拠点
（生活・活動支援、相談支援）
コーディネーター

認知症疾患医療センター
訪問看護ステーション

南陽市にある資源
米沢市にある資源
山形市にある資源

ーkoutoku

大人の発達障害
〜第１回

発達障害ってどんなもの？〜

足りないものは？
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普段私たちは︑無意識に︑明文
化されていないルールに従って行
動しています︒小さい頃から学習
してきたことや︑日常生活の経験
から自然に身についたものです︒
﹁常識﹂と言われることもありま
す︒だから︑面接室に入ったらデ

医師 直長 康子

発達障害は︑これまで子どもの
問題と考えられてきましたが︑じ
つは大人の問題でもあります︒自
閉症や知的な遅れを伴う場合は子
どもの頃にみつかりますが︑そう
でなければ︑﹁少し変わった子﹂
くらいに思われて︑医療機関に辿
り着くことなく大人になります︒
学生時代までは何とか問題なくや
れても︑就職して他の人たちと協
力したり︑足並みを揃えることを
求められると︑独特なものの見方
や行動のために職場に適応できな
い︑という問題が出てきます︒そ
うなって初めて︑﹁自分は何かおか
しいのではないか﹂と感じて︑精
神科を訪れる人が増えています︒

︵Ｂさんの場合︶
スクの前の椅子に座るし︑東南ア
発達障害という言葉を耳にした
クリニックで診察中︑﹁お正月休
ジアで体調を崩したら﹁胃腸炎か
ことがあるでしょうか？近年︑メ
みに︑ベトナムに行ってきまし
な﹂と考えます︒
ディアでも取り上げられる機会が
た﹂と話すＢさん︵ 代男性︶︒
一方で世の中には︑そういった
増え︑職場などでも注目されるよ
﹁いやぁ︑熱が出ちゃって︑下痢
ルールを身につけることが難しい
うになりました︒
はするし嘔吐もするし︒全然楽し
人たちがいます︒目の前にある情
発達障害といっても︑じつは色々
めませんでした﹂
報は理解できますが︑それに自分
なタイプがありますが︑大人に
﹁それは残念でしたね︒感染性胃
の経験や知識を付け足して︑その
なってから発見されて問題となる
腸炎ですかね﹂
場に適した行動をとることができ
ことが多い︑自閉スペクトラム症
ないのです︒
ア( スペルガー障害とも呼ばれます ) ﹁ い え ︑ 違 い ま す ︒ 熱 が 出 て 下 痢
して嘔吐しただけです﹂
について︑わかりやすくお話しし
東南アジアを旅行中に︑発熱し
たいと思います︒
大人になって
て胃腸の症状も出て︑となったら
はじめて気づくことも
普通は感染性胃腸炎を疑いますが︑
あれ︑なんか変 ‥
たしかにＢさんの言う通り︑病院
で検査をして診断を受けたわけで
はないので︑１００％胃腸炎とは
限りません︒
Ａさん︑Ｂさんの言動は︑理屈
で言えばどちらも正しいのですが︑
﹁何か変だな﹂と感じませんか？
︵Ａさんの場合︶
初回の心理カウンセリングのた
め︑来院したＡさん︵ 代男性︶︒
少し緊張してドアをノックし︑入
室します︒広い面接室の奥にある
デスクで待っていた心理師が︑﹁ど
うぞお座りください﹂と声をかけ
ると︑ドア近くに居たＡさんは︑
その場で床の上に体育座りしまし
た︒
心理師さんは︑デスクの向かい
側の椅子に座ってもらおうと思っ
たわけですが︑︑﹁座って﹂という
指示にそのまま従ったＢさんの行
動は︑間違っていません︒
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健康
シリーズ
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放射線科

臨床心理室

常勤３名︑非常勤１名の公認心理
師が勤務しています︒公認心理師の
仕事は︑心理に関する支援を要する
方に対して心理検査︑心理面接など
を行い︑心理状態の観察や結果の分
析︑ご本人やご家族関係者に対して
の心理に関する相談や助言を行うこ
とです︒
児童思春期外来では︑子ども達へ
の心理検査や本人ご家族との心理面
接︑学校や福祉行政との協働など︑
幅広い支援活動を行っています︒ま
た︑認知症の鑑別診断のための心理
検査も数多く行っています︒
■南陽市との協働■
臨床心理室では︑平成 年から南
陽市の委託を受け︑子どもたちの心
と体の発達に関する相談助言を︑す
こやか子育て課と協働で行っています︒

患者さまのために

それぞれ部屋は違いますが︑週２
回ミーティングを通じて情報の共有
を行っており︑職種を越えた部署と
なっています︒若手からベテラン︑
多職種とバラエティーに富んでいま
すが︑今後も患者さま第一に考えて︑
診断の手助けとなるように業務に励
んでいきたいです︒

21

患の診断︑治療︑予防を助けること
を目的としています︒
・生理検査
心電図・脳波・超音波検査︵腹
部・頸部・下肢︶のほか肺機能︑眼
底など患者様に直接接して臓器の状
態を調べ身体から発生する情報を記
録または身体内部を画像にして検査
しています︒リアルタイムに患者さ
まの状態を反映する検査になります︒

佐藤病院 検査科︵臨床検査科・放射線科・臨床心理室︶

検査科と聴くと︑﹁血液やおしっ
こを調べたり︑心電図を測定したり
する部署でしょ﹂という方のいらっ
しゃると思いますが︑三分の一が正
解です︒当病院の検査科は臨床検査
科︑放射線科︑臨床心理室の３つの
部署から構成されています︒

常勤１名︑非常勤１名の診療放射
線技師が勤務しています︒当院には
一般撮影︑ＣＴ︑ＭＲＩ︑移動型Ｘ
線装置︑骨密度測定装置があります︒
患者さまの立場に立ち︑安全で安心
な検査技術の提供・診断に最適な画
像の提供を目指しており︑これらを
担保するため各認定資格の取得を積
極的に行っています︒一例としてＸ
線検査において被ばくが問題となり
ますが︑放射線管理士︑放射線被ば
く相談員︑Ｘ線ＣＴ認定技師が在籍
しており︑様々な視点から被ばく線
量の低減に取り組み︑質の高い画像
の提供に努めています︒また︑ＭＲ
Ｉ検査では認知症︵ Alzheimer
型な
ど︶鑑別目的の頭部ＭＲＩの依頼が
多く︑追加の撮像が必要ないか等を
考慮しながら検査を行っています︒
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臨床検査科
常勤４名の臨床検査技師が在籍し
ており︑うち１名が米 沢こころの病 院
で勤務しています︒臨床検査は大き
く２つの検査に分けることができます︒
・検体検査
患者様から採取した血液・尿など
を専用機器や試薬など用いて測定し
データ管理を行っています︒ヒト体
液や組織中の化学物質を分析して疾

施 設 紹 介

コロナウィルス感染拡大のずっと
前から︑この問題は我々を悩ませて
きました︒オンラインゲームや動画
視聴を止められず︑親子でケンカに
なってしまったこと︑一度はあるの
ではないでしょうか︒〝ＳＮＳの世
界〟が加わった対人関係問題も頻発
しています︒大人も子どもも︑急激
な環境の変化に対応を迫られる時
代︒教育現場においても︑﹁しては
いけません﹂から﹁するなら使い方
を学びましょう﹂へと指導が変わっ
てきました︒しかし︑なぜ制限が必
要なのか︑子どもたちに︵そして大
人にも︶きちんと説明される機会は
意外に少ないようです︒
﹁小学校中学年くらいまで︑約束
した時間をきちんと守る子どもだっ
た︒だから高学年の頃には︑自分で
時間を考えて使ってね︑と本人に預
けた︒すると依存してしまって ﹂
…
このようなご相談はとても多いので
すが︑脳の発達を考えると︑実はと
ても自然なこと︒ 代こそ︑それま
で以上に親管理の意識・ルールが必
要なのです︒脳の基本的な発達は
歳ごろまで続きますが︑自己コント
ロールに重要な前頭葉の整備順は
〝 最 後 の 方 〟︒ ま だ ま だ 整 備 途 中 な
10
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のに︑ここに 代特有の発達特徴が
加わってしまいます︒例えるならば
代の脳は︑﹃ ものすごく加速がつ
きやすいのにブレーキが利きづらい
車﹄のようなものです︒好きだ嫌い
だ︑楽しい︑イライラする︑こうし
た情動が強く沸き起こり︑理性を吹
き飛ばしてしまうこともしばしば︒
落ち着いている時ならしない／言わ
ない言動が出てしまいやすいのも︑
こうした傾向によるものです︒さら
に︑身体が大人に向けて発達を始め
ると︑ホルモンの関係で眠くなる時
間が少し遅くなります︒そして彼ら
に は ︑〝 体 力 が あ る 〟︒ 何 か に ハ マ
れる準備万端です︒このような状態
の人たちに︑〝本人が楽しいと感じ
るもの〟を丸預けしたらどうなる
か︒もうご想像の通りです︒
不登校の理由は複合的である場合
が殆どですが︑理由のひとつに生活
リズムの乱れがある︐そしてそのリ
ズムの乱れにインターネットが深く
関わっていることもしばしばです︒
何か辛いこと︑嫌なことがあり︑気
を紛らわす程度で始めたはずが依存
状態に陥ってしまったのか︒もとも
と動画視聴やゲームが大好きで︑無
制限に行っていた結果︑学校に行け
10

10

佐藤病院検査科
公認心理師・臨床心理士
寒河江亜衣子

るような身体のコンディションでは
なくなってしまったのか︒どちらが
先かは人それぞれですが︑現代のお
子さんたちが抱える種々の問題を考
える時︑生活リズムとインターネッ
トを切り離して考えることは出来ま
せん︒
お酒やタバコと違い︑インター
ネットやゲームは非常に手軽で︑依
存に陥り易い相手です︒そして周囲
も ︑﹁ 身 体 に 悪 い こ と を さ せ て い
る﹂という感覚を抱きにくく︑大人
も使用するものですから断つという
環境を整え辛い実情があります︒先
述のように︑多くの人は﹁成長する
につれて自己管理が出来るように
なっていく﹂と考えますが︑思春期
はむしろ〝これから〟︒ 代こそ︑
保護者管理が必要なのです︒
強い情動と反応の良さ︑そして体
力は︑児童思春期の皆さんにとって
大きな武器ですが︑裏目に出ると依
存に傾きます︒児童思春期の発達特
徴を知った上で︑実現可能なルール
やその維持の方法について話し合
い︑実行してみましょう︒児童思春
期という相手を攻略するつもりで︑
親子で一緒に作戦を立てることがお
ススメです︒

10

親子で知っておきたい
﹃インターネット・ゲーム依存﹄

公認

心理師
シリーズ

koutokuー

●山形県クラス別選手権大会
（米沢）
●国民体育大会山形県予選会
（山形）
●天皇賜杯山形県予選会
（酒田）
●東北総合体育大会
（青森）
●天皇賜杯全日本軟式野球大会
（佐賀）
●国民体育大会
（栃木）
●東北会長旗争奪軟式野球大会
（山形）
●水戸市長旗東日本大会
（茨城）
●ジャパンメディカルリーグ
（関東）

５月28日
７月２〜３日
７月30〜31日
８月20〜21日
９月16〜21日
10月７〜10日
10月22〜23日
11月11〜15日
11月26〜27日

外来件数（一般外来）
（うち、時間外外来受診件数）
入院者数【総ベッド数120床】
入院件数
（うち、
措置・応急入院件数）
退院件数
平均在院日数
（うち、救急病棟平均在院日数）

【米沢こころの病院】

入職式

平均
79.1
5.3
109.2
22.7
1
24.7
102.8
72.2

撮影／渡部俊一氏

３月
78.4
2
105.9
29
2
32
108
77.5

〜サクラとカタクリ〜

２月
80.3
9
109.6
13
0
21
107.2
74.6

春たけなわ

１月
78.7
5
112.1
26
1
21
93.3
64.6

表紙写真

平均
71.7
10.7
111.9
23.3
1.3
26.7
104.2
68.7

1日平均
月件数
1日平均
月件数
月件数
月件数

３月
73.0
12
109.8
25
0
23
111.9
68.5

令和４年度
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平均
88.3
17
105.3
24.3
2
23.3
137.3
78.9

３月
87.6
23
103.4
38
2
33
131.5
74.2

２月
88.7
11
105.5
13
1
19
148.5
86.4

１月
88.7
17
107.1
23
3
18
132.0
76.0

1日平均
月件数
1日平均
月件数
月件数
月件数

外来件数（一般外来）
（うち、時間外外来受診件数）
入院者数【総ベッド数113床】
入院件数
（うち、
措置・応急入院件数）
退院件数
平均在院日数
（うち、救急病棟平均在院日数）

２月
73.3
7
110.0
22
2
23
102.7
68.1

公徳会佐藤病院
野球部 活動報告

清水 駿
経営管理部
総務課／投手

【若宮病院】

１月
68.7
13
116.0
23
2
34
98.1
69.4

外来件数（一般外来）
（うち、時間外外来受診件数）
入院者数【総ベッド数114床】
入院件数
（うち、
措置・応急入院件数）
退院件数
平均在院日数
（うち、救急病棟平均在院日数）

1日平均
月件数
1日平均
月件数
月件数
月件数

【佐藤病院】

22

コロナ禍の中︑日頃より佐藤病院野球部
の活動にご理解・ご指導をいただきまして
心より感謝申し上げます︒
いよいよ令和４年度のシーズンが始まり
ます︒新戦力として３名が新たに加わり︑
スタッフ４名︑選手 名の総勢 名で今
シーズンを戦います︒
今年は︑各山形県大会においては︑大会
連覇をかけた大切なシーズンとなる他︑
医療従事者を対象とした新規大会﹁ジャパ
ンメディカルリーグ﹂にも出場を予定して
おります︒部員１人１人が勝つことに執着
し︑地域のため︑公徳会のため︑家族のた
めに日々練習に取り組んで参ります︒まだ
まだ︑活動の制限がある中ではございます
が︑感染対策を徹底しながら︑目標に向か
い精進して参りますので︑今年も応援宜し
くお願い致します︒

20

今年度の入職式はコロナ禍の為︑規模を縮小して４月１日に
名の新入職員を迎えて執り行われました︒式典では佐藤理事長よ
り﹁新入職員の皆さん︑公徳会への入職おめでとうございます︒
今年も 名の新入職員を迎えることが出来ました︒選抜された優
秀な皆さんです︒公徳会にとって大きな財産になります︒これか
らは公徳会の一員としての帰属意識のもと誇りをもって頑張って
ください︒公徳会の医療・福祉・介護に関わる部署はますます多
様化しています︒その中で自分を見失わないようにしてほしい︒
見失わない為には︑まず自分の周囲を知ることです︒そして多職
種との連携が必要なことを理解できると思います︒
皆さんはこれまでいろんなことを経験してきたかと思います
が︑入職してからも様々経験して︑前頭葉の働きを刺激して人間
力を高めてください︒それが職場における人間関係︑患者さんと
接するときに必要だということを認識してください︒﹂
との励まし
の言葉がありました︒これを受けて新入職員代表の菊地雛里さん
︵米沢駅前クリニック精神科デイケア科︶が﹁社会人としての第
一歩を︑ここ社会医療法人公徳会にて迎えられることを︑このう
えなく光栄に感じております︒これは︑共に本日より入職となっ
た同期の皆さんにも共通する思いであると思います︒現在コロナ
禍における情勢の変化により︑患者様のニーズや医療︑福祉の役
割がますます複雑化しているものと推察します︒このような中
で︑人々に望まれ喜ばれるサービスとは何かを考え︑常に温かい
心で患者様に寄り添うことが出来る医療従事者を目指したいと思
います︒﹂と力強い決意表明がありました︒

ーkoutoku

令和４年度

診療情報
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令和4年度大会日程

村上淳哉
米沢こころの病院
事務部／外野手
高橋 翼
公徳会就労支援
センター／捕手

10

新戦力紹介

外来受付時間・担当医師予定 ４/１〜
【佐藤病院】
佐藤忠宏
午前8:30〜11:30 直長康子

午後1:30〜4:30

月

火

沼田由紀夫

澤村一司

武吉健児

水

渡部

武吉健児

亮

岩本康夫

薛

予 約 制
専門外来

午前
沼田由紀夫（アルコール） 澤村一司（もの忘れ）
8:30〜11:30

午後
2:00〜4:00

阿部詔子

午後1:30〜4:30

石井玄樹

阿部

予 約 制
専門外来
予 約 制
専門外来

午前
8:30〜11:30

午後
1:30〜4:30

田中

金

阿部詔子

武

遠藤雅俊

富田

裕（うつ）

成重竜一郎

阿部詔子（もの忘れ）
永田真一（児童思春期）

水

木

富田 裕
御供正明

水

午前8:30〜11:30

薛

陸景

直長康子

午後1:30〜4:30
専門外来 予約制
午前9:00〜11:30

岩本康夫

澤村一司

【トータルヘルスクリニック】
月

内科 予約制
午後2:30〜4:00

木

金

武吉健児

沼田由紀夫

岩本康夫

火

川合厚子（専門外来）

日

御供正明（ストレス）
成重竜一郎（児童思春期）

中尾友宣
渡部 亮

土

中尾友宣

中尾友宣（もの忘れ） 長谷川朝穂（アルコール）

火

川合厚子（内科）

金

竹内幸宏 御供正明
荒井亜佐美

遠藤雅俊

御供正明
荒井亜佐美

中尾友宣

竹内幸宏（ストレス）

月

日

（児童思春期）

長谷川朝穂
御供正明

中尾友宣

土
田中
武
当番医（第２・４週）

奥山有里子

成重竜一郎

竹内幸宏
富田 裕

（不安症・パニック障害）

亮

齋藤卓弥（隔週）
（児童思春期）
須山 聡（隔週）
（児童思春期）
薛 陸景（食べ過ぎ・肥満）

日向正光
奥山有里子

石井玄樹（児童思春期)
石田留生（児童思春期)

裕

日

陸景

木

成重竜一郎

長谷川朝穂 富田
垂水良介（隔週）

薛

田中 武
石井玄樹

（児童思春期）

火

渡部

水

日向正光（うつ）
成重竜一郎（児童思春期）

長谷川朝穂
遠藤雅俊

澤村一司

日向正光
石田留生

（児童思春期）

竹内幸宏 遠藤雅俊
垂水良介（隔週）

鍾玉

岩本康夫

（依存症）

【米沢駅前クリニック】

午前8:30〜11:30

陸景

（児童思春期）

月

午後1:30〜4:30

淳

永田真一
阿部 淳（第1・3・5週）
阿部文恵

【米沢こころの病院】
午前8:30〜11:30

沼田由紀夫 文

土

澤村一司（ストレス）
渡部 亮（発達障害）

火

永田真一

金

岩本康夫（依存症）

月

午前8:30〜11:30

午後
1:30〜4:30

直長康子

武吉健児（ひきこもり）

【若宮病院】

午前
8:30〜11:30

木

富田

水

川合厚子（内科）

木

相良雄一郎（睡眠）月１回

土

裕

長谷川朝穂 御供正明（第１・３週）
当番医（第2・4週）

日

須山

聡（隔週）
（児童思春期）

金

川合厚子（内科）

土

日

川合厚子（専門外来）

※各施設担当医師については変更になる場合もありますのでご確認ください。
※診療及び、各種お手続等に関するご相談・お問い合わせは以下の各病院、医療福祉相談室で受付けいたします。

佐藤病院

0238-40-3170㈹
・愛のある医療
・良識に基づいた医療
・公正、公平な医療

社会医療法人公徳会 広報誌

若宮病院

023-643-8222㈹

・良質な医療の提供につとめます
・患者さま、利用者さま中心の医療を行います
・地域に立脚した医療を行います
・安全で安心と満足の得られる医療を提供します
・保健、医療、福祉の幅広い視点に立って健康を考えます

こうとく

vol.60

米沢こころの病院

0238-27-0506㈹

日本医療機能評価認定病院

佐藤病院

記載内容につきまして、ご意見・ご質問・ご感想等ございましたら、
こちらまでご連絡ください。
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