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 特集 ◀

『核医学とは？』PET 検査で『がん』が見つかる仕組み 核医学診療担当部長 川本 雅美

『新しく歯科口腔外科が加わりました』 歯科口腔外科 部長　飯田 昌樹

『がん難民を出さない・断らないがん治療』
先端医療センター センター長補佐／臨床 PET 担当部長 寺田 茂彦

4 月入職スタッフドクターご紹介

お知らせ ■がんサロンのご案内・面会禁止のご案内
外傷・救命救急センター完成までの道のり Vol.1
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面 会 禁 止 の お 願 い
　新型コロナウイルス感染症の流行が続いています。当院には重症患者さんや免疫力が低下している患者
さんが多数入院されています。感染拡大防止のため、当面の間、原則面会禁止とさせていただきます。 　
　入院中の患者さんを感染症から守るため、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。下記に該当
する場合のみ面会可能とさせて頂き、マスク着用の上、短時間での面会をお願いいたします。

■医師等から面会許可がある場合
■病状説明など医療者との面談がある場合
■入院時・退院時および手術当日

※上記以外でもご事情がある場合は病棟職員にご相談ください。

講師
下山ライ

先生後半 30 分は医療相談など受け付けます

感染には十分配慮して行いますが、
必ずマスク着用のうえお越しください。
発熱のある方は、また今度の機会に

ご参加下さい。

「抗がん剤どこまで頑張りますか？」 
　　　〜抗がん剤治療の意味とその裏側〜

講 演 内 容

参加費無料
事前申込不要
自由参加
対象 : 患者さんとその家族
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Doctor,s Profile

がん難民を出さない・断らないがん治療
先端医療センター  センター長補佐／臨床PET担当部長 寺田 茂彦

Shigehiko
Terada

2021 年 4 月に先端医療センターがオープン致しました。
準備の出来た PET/CT、SPECT/CTといった核医学診療を皮切りに、来年初めには陽子線治療、

BNCT（ホウ素中性子捕捉療法）という高精度の放射線治療を始める準備をしております。

　わたくし自身、大切な家族をがんで失った経験がございます。受診される患者さんやご家族の気持ちに寄り添いながら、
徳洲会の理念である「断らない医療」＆「生命だけは平等だ」を念頭に診療にあたって参りたいと存じます。日本はもと
より世界を視野に入れておりますが、地域の皆様あっての当院だと強く思っております。
今後も皆様のご支援のほど、どうぞよろしくお願い致します。

切れ目のない「ワンストップ」でが
・ ・ ・ ・

ん診療を

２００１年３月 聖マリアンナ医科大学　医学部医学科　卒業
２００１年４月 東京女子医科大学　放射線医学教室　入局
 その後関連病院（都立府中病院診療放射線科：現 多摩医療センター、
 東京女子医大第ニ病院：現 東京女子医科大学 東医療センター）
２００６年７月 メディカルスキャニング日暮里　院長
２０２０年１０月 湘南鎌倉総合病院　先端医療センター  センター長補佐／臨床ＰＥＴ担当部長　

寺田 茂彦先端医療センター  センター長補佐／臨床ＰＥＴ担当部長

　また、当センターの特筆すべきは地下 1 階にサイク

ロトロン室を擁しており、施設内で自前の薬剤を作るこ

とが出来ることです。ブドウ糖に似た薬剤はもちろんの

こと、今後は脳腫瘍などの診断に使用する薬剤の準備

も進めていきます。

　PET/CT ですので、同時に CT の撮影も行い、必

要な場合は院内の MRI も撮像します。多角的に画像

診断を行い、迅速で的確な画像診断を目指しています。

　加えて１階には乳腺外科、婦人科外来、2 階には予

防医学センター（旧・健康管理センター）、３階にはオ

ンコロジーセンターや治験センター、４階には再生医療

センターなどがございます。

　特に予防医学センターには CT・MRI も備えており、

我々画像診断医としても、全面的に協力しながら未病

やがんの早期発見に取り組んでいきたいと考えており

ます。また、外来化学療法などを行うオンコロジーセ

ンターや外科などとも有機的に連携しつつ、緩和医療

なども含めながら、１つの医療機関内で、PET などの

画像検査、放射線治療、化学療法、外科治療など切

れ目なく、ワンストップでがん診療を行っていきます。
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　PET/CT とは Positron emission tomography（陽電子放出断層撮影）の略称でポジトロン（陽電子）という放射線を出

す物質を含んだ薬（放射性医薬品）を注射し、そこから出る放射線を検出することにより、薬の体内分布を画像化します。

　検査は、問診・注射・安静（前後１時間ずつ）・撮影（約 20 分）を含め２時間半程度で、高分解能で詳細な診断を可能に

します。

画像診断学に関するお話



　画像検査としては CT 検査、MRI 検査のほうがご存知の方が多いと思います。これらの検査は臓器や病気の形を画像化する

ものです。これに対して核医学による検査では、臓器の機能や病気の活動性を画像にしています。検査対象になる臓器や機能

によって使用する薬剤が異なります。

　また、核医学は病気の診断のほかに治療にも応用されています。甲状腺機能亢進症や甲状腺がん、前立腺がんなどの治療な

どに用いられます。さらに核医学検査は、薬剤に含まれる放射性物質の種類によって、SPECT（Single Photon Emission 

Computed Tomography) 検査と PET（Positron Emission Tomography）検査に分かれます。

4 MailSHONAN 5MailSHONAN

Doctor,s Profile

核医学とは、微量の放射線を出す物質を含んだ薬（放射性医薬品）を用いて、病気の診断や治療をする
放射線医学の専門分野です。この薬を身体の中に投与すると、特定の臓器や組織、もしくは病気の部分に薬が

集まります。薬が集まったところから放射線が出てくるので、これを特殊な装置で検出しその分布を画像化します。

　横浜で生まれ、小学校から中学高等学校もすべて横浜、横浜市立大学医学部を卒業しました。前任地は新横浜にある
ゆうあいクリニックで約 16 年、PET 検査を中心とした放射線診療に取り組んできました。PET を含めた核医学検
査は、CT や MRI などの画像診断部門と比べるとまだまだマイナーな領域ではあります。その中でも PET 検査の件
数は全国的に増加しており、がん診療の中で一般的な検査になりつつあります。このたび初めて横浜を出て、鎌倉に
参りました。この鎌倉の地域においても PET 検査による放射線診断、検診業務に邁進いたします。

1991 年 3 月　横浜市立大学　医学部　卒業
1991 年 6 月　横浜市立大学附属病院　研修医
1993 年 6 月　横浜市立大学附属病院　放射線部　助手
1994 年 6 月　神奈川県立がんセンター　放射線第 1 科
1996 年 6 月　神奈川県立循環器呼吸器病センター　放射線科
1999 年 6 月　横浜市立大学附属浦舟病院　放射線科
1999 年 7 月　横浜市立大学附属病院　放射線医学教室　助手
2004 年 4 月　医療法人社団ゆうあい会　ゆうあいクリニック　放射線科　医長
2020 年１０月　湘南鎌倉総合病院　先端医療センター　核医学診療担当部長

川本 雅美核医学診療担当部長

核医学とは？
核医学診療担当部長 川本 雅美

Masami
Kawamoto

PET 検査で「がん」が見つかる仕組み
FDG にはごく微量の放射性物質が含
まれていますので、FDG が集まった
ところからは放射線が出てきます。

4

PET/CT 装置では、この放射線を身体の外からとらえ、
がんを見つけます。5

　当院の PET/CT 装置は PET と CT がセットになった検
査装置です。PET ではがんの存在を知ることができます。　
　一方の CT は各臓器の形状をきれいに写しだすことがで
きます。この 2 つの装置の得意分野を合わせたのが PET/
CT であり、がんの有無だけではなく、がんが存在する正
確な位置も分かるようになっています。

私たちも食事をして、糖分を取らなければ生きていく
ことはできません。したがって、正常な細胞も適量の
ブドウ糖を食べています。一方、がん細胞はこの何倍
ものブドウ糖を食らい、どんどん大きくなっていきます。

1

まずはブドウ糖（グルコース）によく似た FDG という
薬をつくります。FDG にはごく微量の放射性物質が含
まれています。

2

FDG を静脈から注射します。すると、がん細胞は
FDG をブドウ糖と間違えてたくさん取り込みます。

3
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口腔内の診察・治療に対する
「怖い・痛い」というイメージを減らしたい

口腔（口の中）のみならず、顎・顔面および関連する隣接部位の
疾患（病気・ケガ・症状）を対象に、より専門的な診断と治療を行う診療科です。

　これまで一貫して口腔外科を専門に研鑽を積んで参りました。大学では、主
に口腔がんの患者さんの治療に取り組んできましたが、口腔外科の専門医・指
導医として顎変形症やインプラントなどの専門的な治療にも精通しております。

口の中の診察や治療は、怖い、不安という患者様は多いと思います。そのような心配を少しでも和らげられるように、「優しい」
口腔外科医であるよう意識して診療をしておりますので、安心して受診して頂けたら幸いです。
　湘南鎌倉総合病院はあらゆる診療科で非常に専門的な治療を行っています。特に近年ではがん治療に力を入れていますが、が
ん治療を円滑に進めるための支持療法を行う上で必要不可欠な診療科である歯科口腔外科がなかったため、横浜市立大学との
連携で今年 4 月に当科開設となりました。地域中核病院としての役割を果たし、近隣の歯科、医科の先生方との連携を密にして、
地域の先生方にも患者さんにも、安心して紹介・受診して頂ける口腔外科を目指しておりますのでどうぞよろしくお願いします。

お口や顎、その周辺などにお困りの症状があれば、
まずは歯科口腔外科にご相談下さい。

2006 年 鹿児島大学　歯学部　卒業
2006 年
　～ 2010 年 長野赤十字病院　初期研修・後期研修 

2010 年 横浜市立大学大学院医学研究科　顎顔面口腔機能制御学　入局 
2016 年 済生会横浜市南部病院　歯科口腔外科　医長 
2017 年 横浜市立大学附属病院　歯科・口腔外科・矯正歯科　助教 
2021 年 4 月 湘南鎌倉総合病院　歯科口腔外科　部長

飯田 昌樹歯科口腔外科部長

　当科では、口腔がん、顎変形症（受け口、出っ歯、顔の歪み、良く噛めないなどの症状）、顎顔面外傷（顎骨骨折、裂傷、歯の外傷）、
歯科インプラントなどの専門的な治療を行っています。その他にも、親知らずの抜歯、持病がある方の抜歯、歯が原因の感染症、
顎骨や周辺軟組織の嚢胞・良性腫瘍、口腔粘膜の疾患、唾液腺の疾患（唾石症など）、顎関節の疾患（顎関節症、習慣性顎関節
脱臼など）の診療に加え、院内の摂食嚥下支援チームにも主導的に参画しています。また、当院で手術、がん薬物治療、放射線
治療を受けられる患者さんの口腔ケア・管理（周術期等口腔機能管理）も、地元歯科医師会の先生方と連携して取り組んでいます。
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湘南鎌倉総合病院に
新しく「歯科口腔外科」が加わりました !

〜新設した全室個室の外来・最新の設備で、あらゆる口腔外科疾患に対応しています〜

口腔がん・顎変形症・顎の骨折・インプラント・口腔粘膜の疾患・唾液腺の疾患など具体的な疾患

■口腔がん
　舌、歯肉、頬粘膜、口腔底、口蓋に発生する「がん」
を口腔がんと呼びます。見た目は口内炎や歯周病のよ
うで、痛みがあったり、なかったりするので、病気が
進行してから受診される患者さんも多いです。心配な
症状があれば遠慮なく口腔外科を受診して下さい。口
腔がん検診のようなイメージで受診して頂いて差し支え
ないです。
　口腔がんの治療は手術を第一選択としておりますが、
当科は切らずに治す治療（超選択的動注化学放射線療
法）にも精通しております。また先端医療センターが
開設され、放射線腫瘍科と連携してトモセラピー、陽
子線（予定）、BNCT（予定）を併用し、手術を希望さ
れない患者さんの希望にも応えることができます。

■顎変形症
　顎変形症とは、顎骨の大きさや形態と歯並びとの不
調和により、かみ合わせや顔貌に問題がある状態を指
します。
　歯列矯正だけでは顎骨の問題は解決しないため、口
腔外科での手術を含めた治療が必要です。手術を併用
することで咬み合わせの改善だけでなく、顔貌の改善
も期待できます。
　当科は指定自立支援医療機関の指定を受けているた
め、矯正治療と手術の両方が健康保険の適用となりま
す。よく噛めない、顔が曲がっている、受け口、出っ歯、
下あごが小さい、口が閉じにくい、笑った時の歯ぐき
が気になる、などのお悩みがある方は一度気軽に当科
へご相談下さい。

■静脈内鎮静法を併用した小手術
　親知らずの抜歯（複数本の一括抜歯も可）、持病があ
る方の抜歯、インプラント手術などあらゆる局所麻酔
手術を対象に、静脈内鎮静法（鎮痛剤、鎮静剤を点滴し、
ぼんやりした状態）を併用した、「1 泊 2 日の怖くない・
ストレスの少ない小手術」を積極的に行っています。
　口の中の手術は、怖い、響く、口を開けているのが
疲れる、など不安があるかと思いますが、静脈内鎮静
法を併用することで大幅にストレスが軽減します。ま
た、当院は土曜も開院しているため平日に仕事をされて
いる方にもおススメです。

■インプラント治療
　通常のインプラント治療の他、インプラントを埋入
する部位の骨が足りず骨造成（サイナスリフト、骨移植）
が必要な方、持病がある方などインプラント治療も行っ
ています。
　当科では世界シェアNo 1 であるストローマン社のイ
ンプラントを使用し、コンピューターによる埋入シミュ
レーション、手術用ガイドの使用を基本としており、
安全で正確な治療に努めています。
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4月入職
スタッフドクターの紹介

湘南鎌倉総合病院 浅原 孝之
アサハラ タカユキ

予防医学センター
未病治療診断科 部長
東京都
東京医科大学02

飯田 昌樹
イイダ マサキ

歯科・口腔外科 部長
長野県
鹿児島大学

❶体育会系。熱くなりがち。
❷病気やケガで困っている人を直接助けられる、

やりがいのある仕事だと思ったから。
❸いつも家族と一緒にのんびり過ごしています。

コロナ前はスーパー銭湯巡りをしていました。
❹今回、歯科口腔外科を新しく開設するということ

で医局にお声かけ頂きました。湘南鎌倉総合病
院はとてもアクティビティが高く、自分の目指す
医療と同じ方向を向いていると思い入職を決めま
した。

03

市橋 雅大
イチハシ マサヒロ

外傷整形外科
岐阜県
山形大学

❶穏やか
❷ TV で見た救急医に憧れて。
❸子どもと一緒に過ごしています。
❹骨折治療の修業をするためです。

04

岩渕 晟英
イワブチ セイエイ

内科 専攻医 
宮城県
慶應義塾大学

❶マイペースです。
❷父親が医者だったので。
❸ライブ、コンサート参加（今は自粛して

います）
❹症例が豊富でアクティビティが高い病院

だと思ったから。よろしくお願いします！

05

小倉 将
オグラ タダシ

脳神経外科 
東京都
富山大学

❶意志が強い、前向き
❷インド旅行
❸子どもと遊ぶ、アウトドア、旅行。
❹医局人事

08

大江 恵華
オオエ アヤカ

外科  専攻医
東京都
日本大学

❶明るく元気でよく食べます！！
❷人を助ける仕事をしたかったため。
❸音楽鑑賞、読書、散策
❹どんな患者さんでも診られるスペシャリ

ストになるため。

06

尾上 修治
オノウエ シュウジ

❶穏やか
❷父親の影響。感謝される仕事だから。
❸ゴルフ、バスケ、インターネット
❹たくさんの症例に触れ、成長できると

思ったから。

09

尾畑 翔太
オバタ ショウタ

❶気さくな性格です。
❷父親の影響です。
❸アイスホッケー
❹腎臓移植を学びたいと思ったからです。

10
内科  専攻医
埼玉県
昭和大学

腎免疫血管内科 
北海道
筑波大学

浅野 早織
アサノ サオリ

産婦人科 専攻医
愛知県
山形大学

❶頑固なところがあります。
❷人の役に立てる仕事だと思ったから。
❸華道、映画鑑賞
❹患者さん First の医療が行われている

から。

01

Shonan
Kamakura
General 
Hospital

■診療科　■出身地　■出身大学

❶まず、ご自身の性格を教えてください！

❷医師になろうと思った、きっかけは
何ですか？

❸休日の過ごし方を教えてください。

❹最後に、当院に入職を決めた理由は
何ですか？

皆さんに質問です！

❶面白いものを見つけて、粘り強く楽しむ。
❷“ヒト”を健康にしたいという気持ちと、

ホモ・サピエンスに対する科学的興味
から。

❸サッカー・自転車・庭造り・読書・映画
❹“ヒト”を健康にしたいという気持ちと、

ホモ・サピエンスに対する科学的興味
を持とうとしてる医療施設だから。

奥山 裕之
オクヤマ ヒロユキ

人工膝関節センター 
北海道
弘前大学

❶動きがコミカルだとたまに言われます。
❷父親が医師でその背中を見て良いなと

思いました。
❸子どもと柏尾川沿いを散歩。お寺・お

城巡り。御朱印集め。
❹人工膝関節を中心に変形性膝関節症を

しっかり治療できる医師になりたかったか
ら。膝関節のスペシャリストになれるよう
頑張りますのでよろしくお願いいたします。

07

信田 政子
シダ マサコ

予防医学センター
健康管理科
茨城県
東海大学

❶楽観的・裏表がない
❷憧れ
❸愛犬とコミュニケーションをとるため、散

歩三昧。
❹地域に根付いた病院で多くの患者さん

を受け入れている為。私も少しでも社
会貢献がしたいと思いました。

玉城 優介
タマキ ユウスケ

形成外科
東京都
日本医科大学

❶マイペース・優しさを心がけています。
❷人の役に立ちたいと思ったため。
❸映画鑑賞
❹沖縄では学べない技術、自分の更なる

成長のため。

土屋 未央
ツチヤ ミオ

循環器科
沖縄県
琉球大学

❶明るく真面目。
❷学び続けられる仕事をしたいと思ったか

ら。
❸ホームベーカリーを貰ったので、パンを

焼きたいです。
❹日本医科大学の人事で 1 年間働かせて

いただきます。

林 洸太
ハヤシ コウタ

❶一つのことにのめり込むタイプです。
❷高校生の時に大怪我をしたことがきっか

けです。
❸家族とゆっくり過ごしています。
❹外傷センター土田センター長の治療哲学

を学びたいと思ったためです。

外傷整形外科 
東京都
聖マリアンナ医科大学

Welcome to 

重藤 和弘
シゲトウ カズヒロ

治験センター 顧問 
静岡県
長崎大学

❶明朗
❷田宮二郎主演、白い巨塔を観て
❸水泳、美術館巡り、コンサート
❹経験したことを役立てたいと考えたため。

15 16

柴﨑 聡
シバサキ サトシ

産婦人科
群馬県
熊本大学

❶バカがつくほど真面目です。
❷たくさんありすぎて書ききれません！が、

野球とか ... ？
❸お酒を嗜む
❹湘南 Boy に憧れて。

17

佐 木々 赳至
ササキ タケシ

外科  専攻医
宮城県
帝京大学

❶マイペース・優しいと言われます。
❷人を助ける仕事をしたいと思ったため。
❸映画鑑賞
❹急性期医療に従事したいと考えたため。

13

塩谷 健斗
シオノヤ ケント

内科 専攻医
石川県
東京医科大学

❶責任感が強い。
❷小児ぜんそくで診てもらった小児科の先

生に憧れて。
❸家でゴロゴロしています。
❹数多くの手技を経験できると思ったから。

14

黒川 優太
クロカワ ユウタ

形成外科 
埼玉県
日本医科大学

❶周りの人にはゆっくり、自分の中ではせっかちです。
❷中学時代、祖父の死に直面し命・人生に対して

何か出来る人になりたいと思ったことがきっかけ
です。

❸釣り（教えてください！ヤマメ、スズキが釣りた
い！）、ピアノ、登山、虫採り

❹日本医科大学の人事で参りました。学生時代に
見学をしたこともあり、楽しみにしていた職場で
した！！

12

菅野 克也
スガノ カツヤ

救急総合診療科  専攻医
大阪府
神戸大学

❶真面目にコツコツタイプです！
❷高校生の時に中村 哲先生の話を聞いて
❸ゴルフ・奥さんとランチ
❹山上先生の握手で決めました（笑）

18

20

杉山 耀一
スギヤマ ヨウイチ

循環器科 
岐阜県
名古屋市立大学

❶のんびり
❷中学生の時に行った人体の不思議展。
❸野球観戦
❹情熱あふれる先生方が多かったため。

19

角谷 拓哉
カクタニ  タクヤ

リウマチ科 医長 
大阪府
関西医科大学

❶穏やか
❷へき地医療に興味をもったため。
❸農業、マラソン
❹研修医時代に育ててもらい、再度この

病院で働きたいと思ったため。

11

21 22



外傷・救命救急センター  完成までの道のり
　救急・急性期機能のさらなる向上を図るため“外傷
センター”と“救命救急センター”を建設中です。
　2019 年 5 月から工事をスタートし、完成は 2022
年春を予定しております！！ さらにパワーアップした
湘南鎌倉総合病院になります！！

2022年春...
完成イメージ
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林 雄一郎
ハヤシ ユウイチロウ

歯科・口腔外科 
神奈川県
東北大学

❶自分に関しては適当です。
❷やりがいのある仕事をしたかった。
❸海のルアーフィッシング。
❹自宅から通いやすいため。

23

蛭間 陽平
ヒルマ ヨウヘイ

内科 専攻医
大阪府
和歌山県立医科大学

❶内気ですが慣れると喋ります。
❷いつの時 代も必 要とされる職 業だと

思ったから。
❸映画を観る、本を読む。
❹自分のキャパシティを広げられるのではない

かと思ったから。

26

福井 朋也
フクイ トモヤ

呼吸器内科 部長
奈良県
北里大学

❶誠実・穏やか
❷医師への憧れ
❸家族との時間を大切に過ごす。
❹呼吸器診療を通じた社会貢献。

27

藤原 直樹
フジワラ ナオキ

腎免疫血管内科
千葉県
北里大学

❶マイペース
❷人が元気になっていくことにやりがいを感

じたため。
❸外出や読書など、いろいろあります。
❹幅広く腎臓について学べるため入職を決

めました。

28

藤原 龍史
フジハラ  リュウジ

外傷整形外科
香川県
香川大学

❶仕事は几帳面、プライベートはルーズ。
❷船医に憧れて。
❸学ぶ、くつろぐ、睡眠。
❹全力投球

29

向井 佑希
ムカイ ユウキ

放射線腫瘍科 
北海道
旭川医科大学

❶マイペース
❷人の役に立ちたいと思ったため。
❸最近は必要に追われて英語を勉強する

ようにしています。
❹横浜市立大学の医局人事

32

益子 悠
マスコ ユウ

脳神経外科 
神奈川県
山梨大学

❶マイペース
❷身体の仕組みに興味をもったため。
❸映画鑑賞・サッカー。
❹症例数が多くたくさんの経験を積める

から。

30

山下 薫
ヤマシタ  カオル

❶ツッコミタイプです！ノリツッコミできます！
❷高校生の時に海外の学生と関わる機会

が多く、自分の仕事が海外の友達にも
すぐに還元出来るものでありたいと思
い、世界中のどこでも通用する医師を目
指しました。

❸映画鑑賞、ランニング
❹生き生きと働く湘鎌 ER のメンバーを知っ

ていたから。

33

山田 佳世
ヤマダ カヨ

❶色んな意味で東北人
❷母の入院
❸楽器の練習、映画鑑賞
❹重度四肢外傷を学びたいと思い、入職

させていただきました。よろしくお願い致
します。

34

御供 彩夏
ミトモ  アヤカ

内科  専攻医
宮城県
金沢医科大学

❶細かいことは気にしない。どこでも眠
れる。

❷東日本大震災
❸ドライブと自然散策。近い将来、自分の

畑を持とうと思っています。
❹「for the patients!」「世にものを問う」

という理念に魅了されて。
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救急総合診療科 専攻医 
兵庫県
三重大学

外傷整形外科 
山形県
秋田大学

原田 篤
ハラダ アツシ

心臓血管外科 
茨城県
日本大学24

❶世渡り上手
❷医師だった父の背中を追って。
❸ドライブ・買い物・家族と過ごす。
❹豊富な症例から修練を積むことができる

から。

2019年5月着工

2021年1月

2021年３月

2021年5月

2020年12月

2021年４月

2021年６月

2021年2月

地下 1 階を作っています！

形が見えてきましたね !!

４階まで建ちました !!
完成が待ち遠しいです !!

地下 1 階から地上１階

掘っていますね！

ついに始まりました !!

２階を建てています !

急成長です !!! 3 階まで
建ちました !

原田 佳恵子
ハラダ カエコ

小児科 
大阪府
関西医科大学

❶マイペース
❷国境なき医師団で使命感をもって働く医

師の姿に憧れて。
❸子どもと公園に行く。
❹アレルギーを専門に勉強をしたいと思っ

たから。
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