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石井病院 ９月より 足の外来『フットケアサポート外来』を開設します

足のトラブルが起きたとき、何科を受診すればいいのだろう？

たかが『足』の症状だし、医療機関で診てもらうような「病気」

ではないかも？これらの結果として、足にトラブルを抱えた患者

さまの多くがそれをがまんしていたり、あるいは病気が進行して

“手遅れ”になってから受診するようなケースが少なくありません。

『足』の症状には思わぬ疾患が隠れている場合があります。何が

原因でその症状が起こっているのかを知り、早期に適切な治療を行うことはとても大事なことです。

当院のフットケアサポート外来は、様々な足のお悩みを抱える新規患者さまを対象に初診・検査・

診断を行い、適切な専門科での治療をご案内させていただきます。

足の症状でお困りの方はお気軽にご来院ください。

～ 診察の流れ ～ ◎ 初診可・予約不要 ※ ゲートキーパー医：必要な症例を適切な専門医に紹介する門番医師

① ゲートキーパー医※ が、患者さまの状態・症状を問診・視診・触診で確認します。

② 手技による検査並びに必要に応じてエコー、ＣＴなどの検査を行います。

③ ゲートキーパー医が患者さまに診断結果を報告し、今後の治療方針についてご相談させていただきます。

④ 治療方針が決定すれば、各専門科の受診予約を行います。

⑤ 各専門医による治療を開始します。

⑥ 治療後のサポートも連携して行います。

～ 診察日・担当医 ～

～ 受診後の診療体制について ～

『フットケアサポート外来』受診後の主な疾患別診療体制をご紹介します。

ゲートキーパー医

副院長中尾 宏司

主な疾患 専門外来・診療科 など 担当医 （疾患に対する診療科）

下肢静脈瘤 下肢静脈瘤外来 石井（外科）・中村（外科）・西本（形成）

閉塞性動脈硬化症／心疾患 血管治療外来 久保（循内）・高田（循内）

皮膚、爪疾患 皮膚科 堀江（皮膚）

腰部脊柱管狭窄症／筋肉、骨疾患 整形外科 美馬（整形）・森本一（整形）・森本将（整形）

糖尿病性壊疽 糖尿病外来／皮膚科 真嶋（糖尿）・小原（糖尿）・堀江（皮膚）

痛風 内科 小原（内科）・福井（内科）・久保（内科）

腎疾患
慢性腎臓病外来＊ 福士（泌尿＊）

＊ 慢性腎臓病外来、泌尿器科の診療は、関連施設 じんけいクリニックで行います。
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■は専門外来 ■は一般外来と併設しています
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平日 9：00 ～ 12：00 14：00 ～ 19：00
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院長
ふくし よしひこ

福士 剛彦

1980年12月８日、ジョンレノンがこの世を去った時、わたくしは高校１年生でした。青森ではすでに雪が深

々と降っておりました。その日から37年の月日が流れてもまだ、人類は戦争を繰り返し、核の使用を放棄でき

ないでいます。この地球上で戦争をする動物は人間だけです。人間の、人の、心の中にある未熟な思想、感情が

根元にあるように思われてなりません。いじめも何も全てそこに根元があるように思われてなりません。わたく

しは哲学者でもなければ宗教家でもなく、政治家でもありませんが、ひとりの医師として、この夏もヒロシマ.

ナガサキに思いを馳せ、平和な日本であることを感謝し、ジョンレノンが残してくれた歌詞をかみ締める日々で

した。ひとりひとりの心が常に平和でありますよう、平穏な時が永久に続きますよう、日々の診療では一人でも

多くの方々のお悩みや苦悩を少しでも和らげることができるよう、精進してまいりたいと思っております。

Imagine there's no heaven

It's easy if you try

No hell below us

Above us only sky

Imagine all the people living for today

想像してごらん 天国のない世界を

やってごらん 簡単なことさ

僕らの足元に地獄はなく

上にあるのは青空だけ

想像してごらん 今日という日のために

生きているみんなを

Imagine there's no countries

It isn't hard to do

Nothing to kill or die for

And no religion too

Imagine all the people living life in peace

想像してごらん 国境のない世界を

難しいことじゃないさ

殺すことも死ぬ理由もない

宗教も存在しない

想像してごらん 平和の中で生きているみんなを

You, you may say 

I'm a dreamer, but I'm not the only one

I hope some day you'll join us

And the world will be as one

君は言うかもしれない

僕をドリーマーだと でもそれは僕だけじゃない

いつか、君も仲間になってくれるといいな

そして世界は一つになって生きていくんだ

Imagine no possessions

I wonder if you can

No need for greed or hunger

A brotherhood of man

Imagine all the people sharing all the world

想像してごらん 何も所有していない世界を

やってごらん 君にもできるかもしれない

欲望も飢えも必要なく

人はみんな兄弟なんだ

想像してごらん 世界を分かち合っているみんなを

You, you may say 

I'm a dreamer, but I'm not the only one

I hope some day you'll join us

And the world will live as one

君は言うかもしれない

僕をドリーマーだと でもそれは僕だけじゃない

いつか、君も仲間になってくれるといいな

そして世界は一つになって生きていくんだ


