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Q&A

外来や病棟での診療を担当する当院の医師たち。

「どんな先生かな？」これから出会う患者様が少しでも

不安なく受診して頂けるよう、すでにかかりつけの

患者さまににも楽しんで読んでいただけるよう、

診察室ではなかなか聞く機会がないような、

気軽で楽しい質問の答えを添えて紹介いたします。

Answer check  >>>

ドクターたちの『ここだけの話』付き

（上記ドクター名は五十音順です）

DOCTORS FILE
FUKUDA

本 年 も ど う ぞ よ ろ し く お 願 い 致 し ま す

整 形 外 科

内 科・外 科

当院の医師紹介します



腰痛・関節痛のような慢性的な疾患から手術療法が必要な外傷疾患やリウ
マチなど、薬治療・装具療法および手術療法・リハビリテ－ションなど、
患者様に適した治療を行っていきます。

整形外科・リウマチ科

児島 新
整形外科といえば骨折・脱臼・腱靱帯損傷（捻挫）を思い浮かべ
る人が多いですが、加齢変化（骨粗鬆症）や関節痛（関節リウマ
チも含む）さらに手足の変形・機能障害や腰痛も整形外科が担う
疾患です。また四肢に発生した腫瘍も精査治療対象となります。
大学病院や市立病院で30年以上にわたり培ってきた診断力・手術
技法を生かして、地元の患者様のニーズにお応えできればと思っ
ております。また本院は「手の疾患」を得意分野としています。
手外科領域の治療は経験に基づいた診断と手術手技、さらにリハ
ビリテーションとのチームワークが必要です。顕微鏡手術設備も
あり細かい手術も得意としており、四肢の痛みや機能障害でお困
りの方の手助けが少しでもできればと考えております。

Kojima Arata

大学病院在籍中から上肢を中心とした外傷・疾病の治療に多
く携わってきた経験や培った技術をいかし、地域の皆さんが
安心して、痛みなく生活できるお手伝いができればと思いま
す。さらに骨粗鬆症など加齢に伴う疾病の治療も日常生活を
維持していくために重要だと考えています。

漆﨑 亜弥
Urushisaki Aya

福田正勝前院長の意思を継いで真心と奉仕の精神をモットーに病院を訪
れた皆様が安心できる場所として病院以上の存在を目指しています。大
学病院では人工関節や脊椎手術、手の外科や骨折と多くの経験をさせて
頂きました。その経験を生かして皆様に大病院にも負けない医療技術で
安心して受診できる整形外科を心掛けております。また、骨粗鬆症認定
医として骨粗鬆症治療にも尽力しておりますので気軽にご相談ください。
JFL に所属する FC TIAMO 枚方のチームドクターとしてスポーツ外傷の対
応もしておりますので症状に拘らず何でもお声掛けください。これから
もあなたの「フクダ」を目指して地域に寄り添う存在でいたいと思います。

福田 正剛
Fukuda Shogo

Q&A
01 幼少時代の将来の夢 02 得意科目／苦手科目 03 学生時代の部活動 04 趣味やマイブーム 
05 好きな季節とその理由や楽しみ 06 心に残る好きな映画や番組 07 好きなおかず／果物／
野菜／寿司ネタ 08 休日やオフタイムの楽しみ 09 今旅行に行けるなら 10 宇宙旅行に誘われ
たら 11 タイムマシンがあったなら 12 TOKYO2020オリンピックで一番印象的だったのは 13
健康のために心がけていることや続けていること 14これから挑戦、始めてみたいこと

ドクターたちにこんなこと、聞いてみました

Answer check! >>>

Answer01 電車の運転手 02 物理、数
学／世界史 03謡曲（能）04パ
ソコン、ピアノ、スキー 05 春、
生命を感じるから 06 クラシッ
クTV  07 焼肉／メロン／大根
／トロ 08 日本橋電気街の散策
09 北海道やオーストリア 10
行きたいくない（行けない）
11  Chopin（ショパン）に会っ
てみたい 12 ピクトグラム、ド
ローン 13睡眠 14英会話

Answer01 体操選手 02 英語、数学／
歴史、古文 03 スキー 04 旅行
05  春、暖かいから 06 ダニエ
ル・クレイグの 007 シリーズ  
07 激辛チゲ／りんご／かぼ
ちゃ／穴子 08 家族で出かけ
る 09 イタリアで美味しいも
のを食べたい 10 行きたい 11  
子供が小さかった頃に戻って
みたい 12 ソフトボール、女子
バスケットボール 13 できる
だけ歩く 14自転車通勤

上腕から指先の病気の診断治療に特化した施設です。細かい動作を行う
「手」は、神経・血管・腱などが密集した複雑な構造をしており、手外科
専門医が最先端の専門的治療を提供致します。

手外科センター

Answer
01 お医者さん 02 数学／古文
03 バスケットボール、ソフト
ボール 04サッカー観戦 05秋、
景色の変化を楽しむ 06 ヘル
ボーイ、007（ダニエル・クレ
イグ版）07 肉／バナナ／大根
／マグロ 08 子供と遊ぶ 09 ハ
ワイで溶岩の上を歩くのが夢
10 行きたい 11 ビートルズや
ボブマーリーのライブに行く
12 阿部兄妹の金メダル 13 腕
立て伏せ100 回 14 シックス
パック目指します



常に学会、研究会などから最新の情報収集を心がけて診療に活
かしています。消化器癌の早期発見に努め、手術などを要する
場合は大学病院などへ紹介しています。また、大学で携わって
きた肝疾患の診療も続けたいと思っています。

吉田 正則
Yoshida Masanori

ドクターたちの『ここだけの話』付き

他院での院長経験や感染症に関する豊富な知識を活かし、
地域医療の発展を目指した診療相談や、院内での感染症対
策の指導も行っています。

土増 聡
Domasu Satoshi

「胸が痛い」「動くと息切れがする」「動悸が激しい」などの症状がある方は
ご相談ください。心臓病や血管に関する症状の診療科です。

内科・循環器科・心臓センター
Answer

01 外科医     02 英語／特にな
し 03 バレーボール、陸上競
技 04 写真     05  夏、海が好き
06  Coming to America（星
の王子 ニューヨークへ行く） 
07 ステーキ／イチゴ／何でも
好き／ウニ   08 ドライブ 09
タヒチで泳ぐ 10 行きたくな
い 11 1500年前、郷里の奈良
が湖だった頃に行きたい 12 
ソフトボール  13 筋トレと歩
行 14新しい総合内科

Answer01 特になし  02   数学、物理、
化学／社会（世界史、日本史）
03 サッカー、卓球 04 アメリ
カンフットボール 05   夏はマ
リンスポーツ、冬はスキー
06  WIND、Replacements  
07 ステーキ／メロン／じゃが
いも／マグロ、イカ、エビ 08
ランニング、アメフト選手の
サポート09マウイ島でクルー
ジングやシュノーケリング 10
行きたい 11 未来へ行く 12 マ
ラソンの大迫選手 13 運動と
体重管理    14パラグライダー

心不全や腎臓でお困りの方はご相談を。他の病気でもなるべく
薬よりも食事と運動を重視した治療を心がけています。科学的
な糖質制限食で、痩せることで改善する病気（糖尿病、高血圧、
高尿酸血症など）をお持ちの方にお役に立てます。

米田 正始
Komeda Masashi

風邪などの感染症、糖尿病・高血圧症・高脂血症などの生活習慣病、
甲状腺疾患など、内科全般の診断・治療を行っております。

内科・消化器内科

消化器科領域では、消化管は食道から肛門まで、腹部臓器では肝臓、
胆のう、膵臓、脾臓まで幅広い疾患に対応しております。

外科・消化器外科・肛門科

当院の医師
紹介します

FUKUDA DOCTORS FILE

各診療科に関する情報は
病院ホームページにも
詳しく掲載しております。

　https://www.fukuda-hsp.jp

Answer
01車のエンジニア 02理系教
科／文系教科 03 軽音楽 04
彫刻、音楽鑑賞 05 特になし
06 特になし 07 特になし 08
趣味を楽しむ 09 寺社巡りに
行きたい 10行きたくない 11
特になし 12 観ていない 13
特になし 14特になし



“地域を元気に”～ これからも福田総合病院は地域と共に歩んでまいります～
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医療法人   御殿山

福田総合病院
福田総合病院

Motto
コンビニ

◀枚方市駅 京阪電車
御殿山駅

フクダ
リハビリフィールド
モットー

整形外科・リウマチ科・手外科センター

安全第一主義に考え、疼痛コントロールに配慮した手術で
早期社会復帰を目標に治療計画を立てています。慢性疾患
の漢方治療やボトックスで「痙縮」の治療も始めています
ので、ご相談ください。

前川 仁
Maekawa Hitoshi

※  児島 Dr. の午後の診察は完全予約制となっております

児島　新
午
前月 金 午

後月 金 夜
診月 金

※※

漆﨑 亜弥
午
前火 金

気になる症状がありましたら、お気軽に当院医師にご相談ください

福田 正剛
午
前月 水 土 水夜

診
第２・第４
土曜のみ

第２・第４
水曜のみ

外科・消化器科・肛門科

前川　仁
午
前水 金

土増　聡
午
前木 土

内科・消化器内科

吉田 正則
午
前月 火 金 月夜

診

内科・循環器科・心臓センター

米田 正始
午
前月 水 土

関節リウマチ、骨粗しょう症、痛風、腰痛、手術（骨
折、末梢神経障害、人工関節など）、リハビリテー
ション

整形外科・リウマチ科

外傷（骨折、脱臼、靭帯損傷、腱損傷、神経損傷）
の機能回復手術、外傷後の変形・機能障害、神経
損傷、手根管症候群・肘部管症候群、炎症性疾患（ば
ね指など）、関節リウマチ、変形性関節症、腫瘍・
デュプイトレン拘縮、化膿性疾患

手外科センター

外科、消化器病、消化器癌、電子内視鏡検査、内
視鏡手術、腹腔鏡手術、痔の手術、ヘルニア手術、
漢方薬治療

外科・消化器科・肛門科

総合一般内科、糖尿病、甲状腺疾患
内科・消化器内科

高血圧、メタボリック症候群、閉塞性動脈硬化症、
バージャー病、不整脈、心不全、心筋症、心臓弁
膜症、虚血性心疾患、大動脈瘤
〈 検査 〉心電図、負荷心電図、ホルター心電図、
心エコー・ドップラー、マルチスライス CT、MRI

内科・循環器科・心臓センター

各 診 療 科 の 主 な 治 療内容

消化器科領域では、消化管は食道から肛門まで、腹部臓器では肝臓、
胆のう、膵臓、脾臓まで幅広い疾患に対応しております。

外科・消化器外科・肛門科

Answer01 科学者 02 理科／国語 03
バレーボール 04 こわれたモ
ノの修理 05 夏、ダイビング
06パッチアダムス 07玉子／
桃／トマト／貝類 08 何もし
ないこと 09 バリ島で何もせ
ずのんびりしたい 10 安全な
ら行きたい 11 ドラえもんの
誕生日 (2112 年）頃の未来へ
行きたい 12 開催できたこと
13減塩 14大型バイク


