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石市立市民病院にとって、平成27年度は４年６ヶ
月の第１期中期計画の最終年度という、節目の

年でありました。その平成27年度の経営状況をご報告
申し上げます。
　救急車搬送患者の積極的な受け入れや、「地域包括
ケア病棟」の活用等により新入院患者数が増加、病床
稼働率が平成26年度の厳しい状況から約７％回復しま
した。これに伴い入院収益の大幅増など、平成27年度
は約３億円の黒字を確保することができました。
　平成27年度の重点目標としては、救急医療の強化、
地域包括ケアシステムの構築、地域医療連携の強化、
構造改革の推進を掲げ取り組みを進めてまいりまし
た。
　救急医療の強化については、「原則断らない」ことを
徹底、救急車による搬入患者数は2,773人で、４年連続
で過去最高を更新しました。
　地域包括ケアシステムの構築については、平成26年
10月に運用を開始した「地域包括ケア病棟」の稼働率
が上昇し運用の安定化が図られてまいりました。また、
明石市在宅医療連携システムの構築に向け、市や市医
師会と取り組むとともにシステムの管理者としてその運
用をさせていただき、現在も本格実施に向けて取り組み
を進めております。
　地域医療連携の強化については、継続的な取り組み
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として明石市医師会との定期的な意見交換をはじめ、
地域医療連携誌の発行、合同カンファレンスの開催など
顔の見える連携に取り組みました。
　構造改革の推進については、事務部門で理事長直轄
の経営管理本部を創設、重要事業の推進にスピード感
をもって取り組む体制を整えました。その上で人事評価
制度の導入や給与制度の抜本的見直し、業務委託の見
直しや価格交渉等、病院の事務部門に求められる改革
を進めてまいりました。
　現在は、第１期中期計画期間を終え、平成28年度か
ら第２期がスタートしています。
　国の医療制度改革の動向を的確に捉え、明石地域に
おける地域包括ケアシステムの確立に向け、医療・介
護・福祉の関係者との連携をさらに強化していかなけ
ればなりません。第１期の成果と反省を踏まえ、より安
全で安心な医療の提供と患者サービスの向上、そして
安定した経営基盤の確立に努めてまいりますので今後
ともご指導ご支援を賜りますようよろしくお願い申し上
げます。

平成27年度病院事業の実績報告

入院患者数の推移
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　当院は２台のMultiDetectorCT（64列
,80列）と２台のMRI（1.5T,3.0T）、Dual 
headのRI装置１台を有し年間約18,000件
の検査実績があります。現在放射線科は
画像診断専門医師とX線CT認定技師、磁
気共鳴（MR）専門技術者を中心として質
の高い検査と診断に努めています。

放射線科オープン検査について
　現在、CT検査は当日から、MRI検査は２
～３日の間に予約を取ることができます。
緊急であれば当日の検査も可能な場合が
ありますので、医療介護連携課にお問い合
わせください。
　検査画像は当日にCDで患者様にお渡し
します。読影は翌日までに行い結果は郵送
しますが、ご希望によりFAXでの通知も行
っています。

　ご存知のように現在わが国での死因第1位は悪性新生物ですが、その中で肺がんは最も多
い死亡者数です。また、第４位に肺炎、第10位に慢性閉塞性肺疾患（COPD）が挙がるなど肺
の疾患による死亡率は依然として高い状態です。肺の検査、特に検診目的の検査ではまず胸
部X線検査を選択されると思いますが、微細な病変や心臓、大動脈などに隠れた疾患を早期
発見することは非常に難しいです。
　CT検査では１㎝以下のがんや炎症などを見つけることができるため、早期に発見し治療す
ることができます。当院では５㎜厚の横断画像に
加え、冠状断画像や微細なものに対して高分解
能CT（HRCT）画像を提供しています。また、肺野
のみではなく軟部組織の画像も合わせて作成し
ています。
　CT検査といえば、被ばくが問題視されることも
ありますが、当院のCT装置には被ばく低減機能
が備わっており、画質を担保しながら低線量での
撮影が可能です。撮影時間（息止め時間）も約４
秒と受診される方の負担も少なく、息止めが難し
い方でも撮影することができます。
　是非、当院のオープン検査をご利用下さい。

検査の予約枠について
・診療時間内の予約
　CT,MRIともに午前・午後で検査の予約
が出来ます。RIも月曜日以外で検査予約が
出来ますが、検査により予約できる曜日と
時間が決まっていますので詳しくは挟み込
みの検査予約表を確認の上、医療介護連
携課にお問い合わせください。
・診療時間外の予約
　当院では診療時間内の来院が難しい方
にも検査を受けて頂きやすいようにCTと
MRIの単純撮影は時間外にも行っておりま
す。平日（木曜日を除く）17：00～19：00と
土曜日の午前中に予約が出来ます。現在予
約が比較的取りやすい状況ですので是非
ご利用ください。
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　先月はメジャーリーグのイチロー選手が世界最多安打を達成しましたね。
こつこつと努力を重ね、次々と偉業を成し遂げる姿にはただただ感動させら
れるばかりです。
　８月からリオオリンピックが始まりますが、世界で活躍する日本選手の応
援で寝不足の日々が続きそうです。

胸部CTについて
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　泌尿器科は現在、山中邦人（部長）、山口泰広（医長）、
吉井貴彦（医長）の常勤医３名体制で良性・悪性を問わ
ず対応できるような診療を心がけています。その中で特
に症例の多い腎結石・尿管結石の外科的治療をご紹介し
ます。
　直径１㎝以上の結石、保存的治療開始後１か月を経過
しても排石しない結石、疼痛などの症状で日常生活に支
障をきたしている結石は外科的治療が推奨されます。
①体外衝撃波結石破砕術（ESWL）
　原則として１㎝前後の結石で CT 値 1000HU 以下の結

石が対象です。当科では初回治療は１泊２日での入院
で行っています。
②経尿道的結石破砕術（TUL）
　１㎝を超える結石や CT 値 1000HU 以上の硬い結石を

対象としています。尿管結石に対しては硬性尿管鏡を
用い（rigid TUL）、硬性鏡の到達しえない上部尿管結
石と腎結石に対しては軟性尿管鏡を用いて（flexible 
TUL）破砕を行います。当科では破砕デバイスはホル
ミウム・ヤグレーザーを使用しております。入院期間
は約１週間です。
③経皮的結石破砕術（PNL）
　２㎝以上の腎結石、サンゴ状結石が対象となります。

泌 尿 器 科 を ご 紹 介 し ま す

経皮的に腎盂までの経路を作成し効率よく破砕・抽石
を行うことで大きな結石に対処します。当科では経皮
的経路作成時の出血のリスクを軽減するため術前に細
いカテーテルでの腎瘻作成を先行させています。また
１回の入院でできるだけ stone free を達成するため、
手術後５～７日目に無麻酔で経皮的経路から軟性鏡を
用いて残石を摘除するようにしています。この結果、
入院期間は２～３週間とやや長くなります。

これら手術の適応を適切に選択することで②、③の内視鏡
手術は年々増加し、2015 年では計 131 例でした。
　今後も結石治療だけでなく様々な疾患に対し幅広く対
応できるよう努力してまいりますので、よろしくお願い
申し上げます。

　５月12日は「看護の日」です。これはナイチンゲールの誕生日にちなみ旧厚生省により制定され、この日を
含む日曜日から土曜日が「看護週間」です。21世紀の高齢化社会を支えていくためには、看護の心、ケアの
心、助け合いの心を、広く国民が分かち合うことが必要です。このことを、老若男女を問わず誰でも認識する
きっかけとなるように「看護の日」が制定されました。毎年「看護の日」「看護週間」には全国で様々なイベン
トが開催されています。

　当院では毎年「看護フェア」を開催していますが、
今年は５月10日に行い53名の参加がありました。血
圧、血糖、体脂肪、骨密度を測定し、結果をもとに健
康相談や栄養相談、薬剤相談を受けていただきまし
た。ほんの少しの関わりではありましたが、健康への
関心を持っていただき、より看護の心を感じていただ
くきっかけになりましたら幸いです。

看護フェアを開催しました！

　このたびの熊本地震にて被災された皆様にはお見舞い申し上げます。
　今回、４月19日～23日、26～28日、５月24日～29日までJMATひょうご（JMAT：日本医
師会災害支援チーム）として熊本県益城町へ派遣されました（５月24日～27日は日本集団
災害医学会　災害医療コーディネーターサポートチームとしても派遣）。私たちが活動を開
始した時期には、町内（人口３万人の町です）には、20か所以上の避難所ができ、避難者は
約１万人弱（推定）でした。私たちは益城町医療班統括として救護所への人員配置と救護所
診療、そして各避難所の巡回診療を全国から参集したJMATチームと共におこなってきまし
た。また、上益城郡医師会会長永田壮一先生・御船保健所長小宮智先生を本部長として上
益城圏域災害対策本部医療班を立ち上げ、地域医療の復旧についてのサポート業務もおこ
ないました。
　我々の活動拠点は益城町健康福祉センター
「はぴねす」で、４月19日神戸から12時間以上を
かけ熊本入りし熊本県医師会事務局にて活動方
針を打ち合わせたのち、被害が甚大である益城町
を担当することになりました。同日には、DMAT活
動拠点本部のある熊本赤十字病院で、DMATから
JMATへの引き継ぎを行い４月20日でDMATは完
全撤収となりました。
　JMATひょうごは医師２名・看護師２名・ロジ（業務調整員）２名で構成され活動を開始し
ました。救護班本部には多いときで１日20チーム以上の医療班（JMAT・日赤・自衛隊・
DPAT・JRAT等々）が参集しました。我々は各チームの役割分担をおこない、DVT対策チー
ムや感染症対策チームを構築しました。また、山間部の孤立集落や夜間の避難所のスクリー
ニングもおこない避難者の実数把握に努めました。
　巡回診療で印象に残ったことは、家屋の倒壊がひどく車中泊の避難者の方々が多かったこ
とやDVTの発生率が益城町では10％（2000人のスクリーニング調査での発生率）にも上る
状況であったことでした。特に印象に残ったことは、「兵庫県から来ました」とあいさつをし
たときに硬かった皆さんの表情がとても明るく変わったことです。「昔は、兵庫県も地震で
大変だったでしょう？」「ありがとう、兵庫が復興できたように私たちも頑張ります」など、多
くの声をかけていただきました。今回、日本医師会JMATは191チーム、581名の派遣をしま

したが、JMATひょうごとして、16チーム58名が現地で活動しました。
　よく災害医療において、「顔の見える関係」などと言
われることがありますがまさに今回の熊本地震での活
動は平時からの訓練や研修で一緒になる方々がほとん
どで自分自身、非常に心強かった思いがあります。また、
今でも多くの方々が不自由な生活を強いられており１日
でも早く平穏な日常が戻るよう祈念し報告に代えさせて
いただきます。

救急総合診療科
小平  博

熊本地震災害支援報告
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ムや感染症対策チームを構築しました。また、山間部の孤立集落や夜間の避難所のスクリー
ニングもおこない避難者の実数把握に努めました。
　巡回診療で印象に残ったことは、家屋の倒壊がひどく車中泊の避難者の方々が多かったこ
とやDVTの発生率が益城町では10％（2000人のスクリーニング調査での発生率）にも上る
状況であったことでした。特に印象に残ったことは、「兵庫県から来ました」とあいさつをし
たときに硬かった皆さんの表情がとても明るく変わったことです。「昔は、兵庫県も地震で
大変だったでしょう？」「ありがとう、兵庫が復興できたように私たちも頑張ります」など、多
くの声をかけていただきました。今回、日本医師会JMATは191チーム、581名の派遣をしま

したが、JMATひょうごとして、16チーム58名が現地で活動しました。
　よく災害医療において、「顔の見える関係」などと言
われることがありますがまさに今回の熊本地震での活
動は平時からの訓練や研修で一緒になる方々がほとん
どで自分自身、非常に心強かった思いがあります。また、
今でも多くの方々が不自由な生活を強いられており１日
でも早く平穏な日常が戻るよう祈念し報告に代えさせて
いただきます。

救急総合診療科
小平  博

熊本地震災害支援報告
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石市立市民病院にとって、平成27年度は４年６ヶ
月の第１期中期計画の最終年度という、節目の

年でありました。その平成27年度の経営状況をご報告
申し上げます。
　救急車搬送患者の積極的な受け入れや、「地域包括
ケア病棟」の活用等により新入院患者数が増加、病床
稼働率が平成26年度の厳しい状況から約７％回復しま
した。これに伴い入院収益の大幅増など、平成27年度
は約３億円の黒字を確保することができました。
　平成27年度の重点目標としては、救急医療の強化、
地域包括ケアシステムの構築、地域医療連携の強化、
構造改革の推進を掲げ取り組みを進めてまいりまし
た。
　救急医療の強化については、「原則断らない」ことを
徹底、救急車による搬入患者数は2,773人で、４年連続
で過去最高を更新しました。
　地域包括ケアシステムの構築については、平成26年
10月に運用を開始した「地域包括ケア病棟」の稼働率
が上昇し運用の安定化が図られてまいりました。また、
明石市在宅医療連携システムの構築に向け、市や市医
師会と取り組むとともにシステムの管理者としてその運
用をさせていただき、現在も本格実施に向けて取り組み
を進めております。
　地域医療連携の強化については、継続的な取り組み

経営管理本部長
あいさつ

明 理事 兼 経営管理本部長

大坂 公亨

として明石市医師会との定期的な意見交換をはじめ、
地域医療連携誌の発行、合同カンファレンスの開催など
顔の見える連携に取り組みました。
　構造改革の推進については、事務部門で理事長直轄
の経営管理本部を創設、重要事業の推進にスピード感
をもって取り組む体制を整えました。その上で人事評価
制度の導入や給与制度の抜本的見直し、業務委託の見
直しや価格交渉等、病院の事務部門に求められる改革
を進めてまいりました。
　現在は、第１期中期計画期間を終え、平成28年度か
ら第２期がスタートしています。
　国の医療制度改革の動向を的確に捉え、明石地域に
おける地域包括ケアシステムの確立に向け、医療・介
護・福祉の関係者との連携をさらに強化していかなけ
ればなりません。第１期の成果と反省を踏まえ、より安
全で安心な医療の提供と患者サービスの向上、そして
安定した経営基盤の確立に努めてまいりますので今後
ともご指導ご支援を賜りますようよろしくお願い申し上
げます。

平成27年度病院事業の実績報告

入院患者数の推移
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　当院は２台のMultiDetectorCT（64列
,80列）と２台のMRI（1.5T,3.0T）、Dual 
headのRI装置１台を有し年間約18,000件
の検査実績があります。現在放射線科は
画像診断専門医師とX線CT認定技師、磁
気共鳴（MR）専門技術者を中心として質
の高い検査と診断に努めています。

放射線科オープン検査について
　現在、CT検査は当日から、MRI検査は２
～３日の間に予約を取ることができます。
緊急であれば当日の検査も可能な場合が
ありますので、医療介護連携課にお問い合
わせください。
　検査画像は当日にCDで患者様にお渡し
します。読影は翌日までに行い結果は郵送
しますが、ご希望によりFAXでの通知も行
っています。

　ご存知のように現在わが国での死因第1位は悪性新生物ですが、その中で肺がんは最も多
い死亡者数です。また、第４位に肺炎、第10位に慢性閉塞性肺疾患（COPD）が挙がるなど肺
の疾患による死亡率は依然として高い状態です。肺の検査、特に検診目的の検査ではまず胸
部X線検査を選択されると思いますが、微細な病変や心臓、大動脈などに隠れた疾患を早期
発見することは非常に難しいです。
　CT検査では１㎝以下のがんや炎症などを見つけることができるため、早期に発見し治療す
ることができます。当院では５㎜厚の横断画像に
加え、冠状断画像や微細なものに対して高分解
能CT（HRCT）画像を提供しています。また、肺野
のみではなく軟部組織の画像も合わせて作成し
ています。
　CT検査といえば、被ばくが問題視されることも
ありますが、当院のCT装置には被ばく低減機能
が備わっており、画質を担保しながら低線量での
撮影が可能です。撮影時間（息止め時間）も約４
秒と受診される方の負担も少なく、息止めが難し
い方でも撮影することができます。
　是非、当院のオープン検査をご利用下さい。

検査の予約枠について
・診療時間内の予約
　CT,MRIともに午前・午後で検査の予約
が出来ます。RIも月曜日以外で検査予約が
出来ますが、検査により予約できる曜日と
時間が決まっていますので詳しくは挟み込
みの検査予約表を確認の上、医療介護連
携課にお問い合わせください。
・診療時間外の予約
　当院では診療時間内の来院が難しい方
にも検査を受けて頂きやすいようにCTと
MRIの単純撮影は時間外にも行っておりま
す。平日（木曜日を除く）17：00～19：00と
土曜日の午前中に予約が出来ます。現在予
約が比較的取りやすい状況ですので是非
ご利用ください。

射
線
科
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　先月はメジャーリーグのイチロー選手が世界最多安打を達成しましたね。
こつこつと努力を重ね、次々と偉業を成し遂げる姿にはただただ感動させら
れるばかりです。
　８月からリオオリンピックが始まりますが、世界で活躍する日本選手の応
援で寝不足の日々が続きそうです。

胸部CTについて
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明石市立市民病院外来診察一覧表 は、「紹介予約」患者 診療担当医
（再診）でも初診紹介は受け付けます

平成28年7月1日現在

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

明石市立市民病院
● 患者様からの診察予約や予約変更は15：00～16：30の間にお願いします。
● 医療機関からの紹介・予約は「医療介護連携課」で8：30～19：00の間承っております。
　 但し、翌日分予約は当日17：00までとなります。
　 （※１）木曜日、丹田医師（腎臓）診察枠あります 078-912-2359

医療介護連携課
直通TEL 078-912-2362直通FAX

内　科
（※1）

循環器内科

消化器内科

小児科

整形外科

脳神経外科
皮膚科

泌尿器科

眼　科

産婦人科

耳鼻咽喉科

麻酔科
放射線科

外　科

心療内科
精神科

神経内科

1診

1診

今藤 寿彦

午後：市田 裕紀子
（糖尿病）

岡田 真季

山内 徳人
森川 輝久

貫名 貞之

阪倉 長平 阪倉 長平
（午前）

安岡 利恵
（乳腺のみ）

平嶋 良章 柴田 真弓 交代制

村松 哲
杉本 尚仁

久貝 宗弘 赤澤 貴子
忠井 俊明

瀧上 絵里香

藤木 博
（血管外来のみ）

國友 泰輔
（初診）

山田 充彦
（再診）

野田 洋介
山中 邦人

井川 洋
草西 洋

松井 律夫 松井 律夫 松井 律夫 松井 律夫 松井 律夫
上藤 哲郎

井川 洋
草西 洋

辻村 まり
草西 洋
井川 洋草西 洋

井川 洋
辻村 まり
西村 殊寛 西村 殊寛

金井 美智子

辻村 まり
西村 殊寛

金井 美智子 金井 美智子

井川 洋
草西 洋

山中 邦人 吉井 貴彦
野田 洋介 野田 洋介 野田 洋介 在田 貴裕

景山 直人
（初診）

交代制
（初診）

松井 隆明
（再診）

齋藤 実

交代制（11時まで）

竹中 まり
（紹介のみ）

柴田 敏章
紹介のみ）

四ノ宮 隆
（紹介のみ）

山口 泰広

齋藤 実秋山 英之 秋山 英之

松井 隆明
（初診）

景山 直人
（再診）

山田 充彦
（初診）

國友 泰輔
（再診）

藤木 博
（午前）

阪倉 長平
（新患／紹介のみ）

門谷 洋一
（乳腺）森田 修司

神田 圭一
（2週血管）

竹本 智明

杉本 尚仁
山内 徳人
松本 次弘

松本 次弘

赤澤 貴子
村松 哲

森川 輝久

久貝 宗弘
松本 次弘（10：00～）

奥 成聡
（再診 血液）

中島 寿樹
（再診 糖尿病）

渡邊 乃梨子

初診担当医

阪本 健三
（ペースメーカーチェックのみ）

岡田 真季
（禁煙外来）

岡田 真季

阪本 健三

徳岡 秀紀

八木 沙織（1枠のみ） 中村 英夫
橋本 哲也 石井 加珠 塚本 正樹 阪本 健三 塚本 正樹

今藤 寿彦 迫田 知佳子

忠井 俊明

忠井 俊明
忠井 俊明

（午後は「心理療法」外来）
忠井 俊明

（午後は「うつ病」外来）

堀内 瞳
（心理検査・カウンセリング）

桑代 智子
（心理検査・カウンセリング）

山口 修一郎
（心理検査・カウンセリング）

濱田 伸哉
（精神疾患）

丹田 修司
（再診 腎臓透析）

奥 成聡
（血液）

市田 裕紀子
（糖尿病） 迫田 知佳子 渡邊 乃梨子 西原 孝明

立花 久嗣（午後）

午後：城戸 秀典

宮越 千智（PM第2・4心臓外来）

西原 孝明

佐竹 渉（午前）

安岡 利恵（午前）

森田 修司（午後）

丹田 修司
（再診 午後）

2診

2診

1診
完全予約制

1診（午前）

1診

1診

2診
3診

1診（午後）

2診

2診

1診

1診

2診

2診

3診

2診

3診

特殊外来

4診

3診（初診）



（代表） 078-912-2323
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平成28年7月1日現在画像オープン検査

放射線科

オープン検査のお申し込み方法
画像検査申込書（様式2－1～4）に必要事項をご記入のうえ、FAXにて医療介護連携課にお申し込みください。
なお、予約状況につきましては、あらかじめ、お電話にて医療介護連携課にお問い合わせください。

＊時間外・土曜日の検査につきましては、支払い方法が異なりますので、医療介護連携課にお問い合わせください。

様式2-1・2-2にご記入ください。

生理検査室
＊医療費請求方法が異なりますので、事前手続きが必要となります。詳細につきましては、医療介護連携課にお問い合わせください。

様式2-3・2-4にご記入ください。

C T

検 査 項 目 月曜日

午前 ○

○

17：00～19：00

○

○

18：00～19：00

○

－

－

－

－

○

16：20

○

○

17：00～19：00

○

○

18：00～19：00

○

○

－

○

－

○

○

○

17：00～19：00

○

○

18：00～19：00

○

－

11：30

－

○

○

16：20

○

○

－

○

○

－

○

○

－

○

－

○

16：20

○

○

17：00～19：00

○

○

18：00～19：00

○

○

－

○

－

○

時間外

（単純のみ）

9：00～9：40

時間外

（単純のみ）

10：00～11：30

－

－

－

－

－

－

－

午後

時間外（単純のみ）

午前

午後

時間外（単純のみ）

午前

午後

乳腺

骨シンチ

心筋シンチ

脳血流シンチ

心筋シンチMIBG

火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

MRI
1.5T

MRI
3.0T

R I

脳波（土曜日は腑活なし）
NCS（ペースメーカーは禁忌）

心エコー
下肢静脈エコー

ホルター心電図
ABPM
ENoG（ペースメーカーは禁忌）

簡易PSG（一日1枠）

心電図
ABI
呼吸機能

腹部エコー（昼食抜き）
頸動脈エコー

検 査 項 目 月曜日

16：00

15：00

16：00/16：30

8：30～17：00

8：30～17：00

16：00

16：00

15：00

16：00/16：30

8：30～17：00

8：30～17：00

16：00

16：00

15：00

16：00/16：30

8：30～17：00

8：30～17：00

16：00

16：00

15：00

16：00/16：30

8：30～17：00

8：30～17：00

16：00

16：00

15：00
（1,3,5週のみ）

16：00/16：30

8：30～17：00

8：30～17：00

16：00

9：00/10：30

9：00/9：45
10：30/11：15

（朝食抜き）
9：00/9：45
10：30/11：15

9：45/11：15

9：00～12：00

火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

脳波・NCSは波形の結果のみです。所見が必要な場合は診察予約をお願いします。


