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中津市民病院野球部がアサヒリーグで優勝しました！

専門：内科一般、生活習慣病

一言：いつもお世話になり感謝申し上
げます。生活習慣病を中心に内科一般
診療を行っています。今後ともご指導
の程よろしくお願いいたします。

小児救急新体制について
　市報等でお知らせしているとおり、平成29年４月１日から小児医療体制が変更となり、中
津市民病院と小児救急センターを別組織として運営することとなりました。
　小児救急センターと中津市民病院小児科で診療する時間等違いがありますので、改めまし
て新しい体制についてご案内いたします。
　【中津市立小児救急センター】
　小児救急センターとは、夜間・休日に急病となったお子さんを診療する医療機関です。診
療時間は下記のとおりとなっていますので、早めの受診をお願いいたします。
　■診療時間　平日　　　　　19時～ 22時
　　　　　　　土・日・祝日　９時～ 22時
　　　　　　　※受付時間は21時30分までとなりますのでご注意ください。
　■連絡先　　0979-26-0020
　　　　　　　平日　　　　　19時～ 21時30分
　　　　　　　土・日・祝日　 9時～ 21時30分
　　　　　　　※診察受付時間、電話受付時間等決まっていますので、ご注意ください。
　【中津市民病院】
　中津市民病院小児科では、入院患者や紹介状を持参した患者、また救急車での搬送などに
よる重症の救急患者の診療を行います。診療受付時間は平日午前11時までとなりますので、
時間内にお越しください。（救急車などによる重症の救急患者には常時対応します。）
　また、22時以降でお子さんが急な病気などで心配な場合は、中津市民病院の小児科病棟看
護師が電話で相談に応じます。
　【小児救急電話相談】
　■連絡先　　0979-22-6535
　　　　　　　毎日22時～翌朝８時30分
　　　　　　　※電話受付時間が決まっていますので、ご注意ください。
　【市民病院からのお願い】
　「かかりつけ医」とは、日頃からの健康相談や病気の初期治療、慢性疾患の治療、緊急時の
対応など、すぐに相談できる地域の診療所やクリニックの医師です。お子さんの日常的な病
気の予防と治療、健康管理を考えてくれ、病状に応じて適切な病院を紹介してくれるなど、
非常に大切な役割を担っていただけます。
　中津市民病院での外来診療は、「かかりつけ医」などからの紹介状を持参していただくこと
が必要です。日頃から「かかりつけ医」を持っていただくようお願いいたします。
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げます。生活習慣病を中心に内科一般
診療を行っています。今後ともご指導
の程よろしくお願いいたします。 循環器内科

久米　　治 Dr.
（くめ　おさむ）

　４月から循環器内科医と
して赴任しました久米と申
します。大分大学医学部の
出身で、これまでは大分市
内の病院で主に心臓カテー

テル検査・治療に従事しておりました。当院は心臓
血管外科も併設されており、これまでは大分市内や
県外の病院へお願いせざるを得なかった弁膜症や重
症冠動脈疾患の治療も、ほとんどは当院で完結でき
るようになりつつあります。今後とも中津の医療に
少しでも貢献できるように努力していきますので、
何卒よろしくお願い申し上げます。

循環器内科
古川祐太朗 Dr.
（ふるかわ　ゆうたろう）

　今年４月より中津市民
病院循環器内科へ赴任い
たしました古川祐太朗と
申します。昨年度までは

大分赤十字病院に勤務しておりました。医師4年
目と未熟者であり至らぬ点も多いとは思います
が、地域の患者様や先生方のお役に立てるように
日々精進して参りますので、よろしくお願いいた
します。

副院長
是松　聖悟 Dr.
（これまつ　せいご）

　前職は、大分大学地域医療・
小児科分野教授として、大学
での診療、研究、教育に加え、
大分県内９か所の地域病院で
巡回診療し、常勤医や医師会、

保健行政、福祉行政、教育委員会とその市の子どもを
守るための方策を協議、実行していました。小児科指
導医、アレルギー指導医、小児神経指導医で、その他、
PMDAや小児科学会の委員として予防接種の啓発、県
や県医師会の事業としての発達障害児支援、小児在宅
支援、小児生活習慣病予防の啓発もさせていただいて
おります。中津を中心としたこの地域の子どもたちに
できることを見つけていきたいと思います。ご指導を
お願い申し上げます。

消化器内科
宮ヶ原　典 Dr.
（みやがはら　つかさ）

　４月より赴任した宮ヶ
原と申します。専門は胆
道・膵臓疾患、消化器内
視鏡です。このたび１年

ぶりに赴任することとなりました。中津市の医療
に少しでも貢献できるよう努めて参りたいと思い
ますので、どうぞよろしくお願い致します。

内科
工藤　佳奈 Dr.
（くどう　かな）

　この４月より中津市民
病院で勤務させていただ
くことになりました、糖
尿病・内分泌内科の工藤

佳奈と申します。地域の皆様のお役にたてるよう
に頑張りたいと思います。よろしくお願いいたし
ます。

今年度から

当院に勤務する
医師を

紹介します
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産婦人科
松原　友子 Dr.
（まつばら　ともこ）

　４月より産婦人科に赴
任いたしました松原友子
と申します。昨年は大分
大学で勤務しておりまし

た。中津の地域の方々が健康に過ごせるよう、ま
た、安心してお産ができるよう微力ながらお手伝
いさせていただければと思います。よろしくお願
いいたします。

放射線科
村山　　僚 Dr.
（むらやま　りょう）

　今年の４月より赴任致
しました村山と申します。
中津市の医療に多く貢献
できるよう尽力したいと

思います。よろしくお願いします。

外科
冨山　貴央 Dr.
（とみやま　たかひろ）

　４月から赴任いたしま
した冨山と申します。中
津市の地域医療に貢献で
きるよう尽力したいと思

います。どうぞよろしくお願いします。

放射線科
村山佑里子 Dr.
（むらやま　ゆりこ）

　４月より赴任いたしま
した、放射線科の村山佑
里子と申します。医師と
しては６年目です。まだ

まだ未熟な面もありますが、中津の皆様のお役に
立てるよう努めていきたいと思います。よろしく
お願いいたします。

研修医
加藤　沙樹 Dr.
（かとう　さき）

　４月より中津市民病院
で初期研修をさせていた
だくこととなりました、
加藤沙樹と申します。も

ともと宇佐市出身ですので、中津市にもなじみが
あります。医師になったばかりで、ご迷惑をおか
けすることも多々あると思いますが、1日も早く
仕事を覚えて、県北の医療に貢献できるように頑
張ります。よろしくお願いいたします。

外科
一万田充洋 Dr.
（いちまんだ　みつひろ）

　４月から赴任いたしま
した一万田と申します。
専門は消化器外科で手術
や化学療法・放射線治療

などを行っています。中津市および大分県北部地
域の基幹病院として、患者さん達が安心して手術
を受けられるように努力いたします。どうぞよろ
しくお願いします。

小児科
佐脇　美和 Dr.
（さわき　みわ）

　４月から赴任いたしま
した佐脇美和と申します。
県北での勤務は初めてで
すのでわからないことも

ありますが、少しずつ慣れていきたいと思ってい
ます。地域の小児医療に貢献できるよう、頑張っ
ていきたいと思います。どうぞよろしくお願いし
ます。

小児科
秋本　竜矢 Dr.
（あきもと　たつや）

　2017年４月より中津市
民病院小児科に勤務させ
ていただく、秋本竜矢と
申します。山口県出身で、

大分大学を卒業。山口、福岡、大分などでの勤務
を経て、今年が医師７年目になります。この地域
の子供たちが少しでも笑顔でいられるように頑張
りたいと思います。気になることがあれば、気軽
にご相談ください。

内科
中尾　　裕 Dr.
（なかお　ひろし）

　４月より赴任しました
糖尿病・内分泌内科の中
尾です。昨年度までは九
州労災病院に勤務してお

りました。内分泌・代謝疾患や糖尿病をはじめ、
内科全般で中津の地域医療に貢献できるよう尽力
致します。何卒よろしくお願い致します。

小児科
中嶋　美咲 Dr.
（なかしま　みさき）

　こんにちは。小児科の
中嶋美咲です。地域医療
としてこれまで佐伯市や
日田市の病院に勤務し、

その地域の特性に触れ、楽しく診療させていただ
いていました。中津市でもいろんな方に出会える
ことを楽しみにしています。小児科医師が前年度
より減少し、ご迷惑をおかけすることも多々ある
かと存じますが、中津市の子どもたちが安心して
楽しい毎日を過ごせるよう、お手伝いさせてくだ
さい。よろしくお願いいたします。

小児外科
谷口　直之 Dr.
（たにぐち　なおゆき）

　４月より中津市民病院
小児外科に赴任してまい
りました谷口直之と申し
ます。まだまだ未熟な面

もありますが、中津での小児医療に少しでも貢献
できるように努めていきますので何卒よろしくお
願いします。

内科
池田　元彦 Dr.
（いけだ　もとひこ）

　本年度４月より赴任し
ました内科（血液内科）
の池田と申します。１人
体制での診療となります

が、地元の血液疾患の患者様のお力になれたらと
思います。よろしくお願いいたします。
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研修医
豊田　優貴 Dr.
（とよだ　ゆき）

　４月より研修医として
勤務することとなりまし
た豊田優貴です。出身地
は富山です。中津に来て

まだ日は浅いですが、新たな地で医師としてのス
タートが切れることをとても嬉しく思います。２
年間の初期研修を充実したものにするため、一つ
一つの出会いを大切にし、支えてくださる方々へ
の感謝の気持ちを忘れずに、頑張りたいと思いま
す。宜しくお願い致します。

研修医
上田　考洋 Dr.
（うえだ　たかひろ）

　４月から中津市民病院
で研修させていただきま
す、上田考洋と申します。
大学まではずっと福岡県

で過ごしていました。今回中津にくるのは初めて
となりますので、慣れていきたいと思います。医
師となったばかりですのでいたらない点もあると
は思いますが、精一杯頑張りますので1年間どう
ぞよろしくお願いいたします。

研修医
河波　政吾 Dr.
（かわなみ　しょうご）

　４月より中津市民病院
で働かせていただく河波
政吾です。出身、育ちは
福岡で学生時代は救急医

療に微力ながら携わってまいりました。今回は中
津というすばらしい地域で医療に携わりたいと思
い、福岡からはるばる参りました。新米医師です
ので至らない点は多々ありますが、地域の方々へ
の医療そして健康に寄与するために日々全力で精
進したいと思っておりますのでよろしくお願いい
たします。

研修医
近松惣太郎 Dr.
（ちかまつ　そうたろう）

　４月より中津市民病院
で研修をさせていただく
ことになりました近松惣
太郎です。中津に住むの

は初めてなので、いろいろ教えていただければと
思います。医師としてスタートを切ったばかりで
至らぬ点も多々あると思いますが、いい医師に成
長していけるようにしっかり頑張っていきたいと
思っております。どうぞよろしくお願いいたしま
す。

研修医
石川　天洋 Dr.
（いしかわ　たかひろ）

　４月から中津市民病院
で研修させていただく研
修医の石川天洋と申しま
す。同じ大分県の日田出

身です。大分大学を卒業して１年間中津にて研修
させていただくことになりました。不慣れなこと
も多いとは思いますが、少しでもお役に立てるよ
う励んでいきたいと思いますのでよろしくお願い
いたします。

研修医
安部　　佑 Dr.
（あべ　たすく）

　４月より中津市民病院
で働くことになりました
安部佑と申します。大分
大学医学部附属病院の研

修プログラムの一環で参りました。今回初めて中
津市に参りましたが、穏やかな気候と人柄に日々
充実した毎日を過ごしております。地域医療に少
しでも貢献できるよう頑張ります。１年間という
短い期間ですが、何卒よろしくお願いします。
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院内看護研究学会
　平成29年１月28日（土）に平成28年度院内看護研究学会が開催され、看護部を中心とした75名の参
加がありました。大分看護科学大学の安部先生、赤星先生にご支援をいただき、全８題の発表をする
ことができました。テーマは地域包括ケア病棟の届け出に関連した退院支援や心臓血管外科開設に関
連したシミュレーション教育、感染症対策、グリーフケア、転倒転落といった注目度の高いものばか
りでした。質疑応答も活溌に行われ、看護を振り返る良い機会となりました。

豊後高田市立図書館がん関連情報コーナー設置記念講演会
　当院は地域がん診療連携拠点病院として、地域の皆さまの健康的な生活の維持を目的とし、「がんの
予防、早期発見、治療」に関する正しい知識やがん相談窓口の周知のため、豊後高田市立図書館にご
協力頂き、がん関連の冊子や本などを提供しています。
　平成29年１月30日（月）14時より豊後高田市立図書館集会室において、当院是永大輔院長による「ガ
ンについて~胃癌の早期発見と最新の治療法~」と題した市民向けの講演会を行いました。平日にもか
かわらず、豊後高田市民の方々 39名の参加を頂きました。
　講演は豊後高田市出身である是永院長の自己紹介から始まり、会場の皆さんにも質問しながら、が
んの特徴や胃癌の治療について写真、データなどを使って説明がありました。皆さん熱心に聞かれて
おり、講演後は会場から質問が出るなど関心の高さが伺えました。
　がん情報・健康情報コーナーについては大分県北地区の中津市、宇佐市、豊後高田市の図書館に開
設していただいており、国立がん研究センター発行の冊子など科学的な根拠に基づく情報・資料や当
院がん相談支援センター窓口案内などを提供しております。皆様、是非ご活用ください。
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講演会『胃がんとピロリ菌感染との関連』
　平成29年１月31日（火）、大分大学医学部消化器内科学講座教授村上和成先生をお招きし、当院講堂
において、『胃がんとピロリ菌感染との関連』と題した講演会を開催しました。
　除菌についての保険適用の範囲が拡大されるなど、最近なにかと話題のピロリ菌について、ピロリ
菌研究及び胃がん診療の最先端を進まれている村上先生から分かり易くご紹介いただいた大変貴重な
講演でした。
　多くの職員が拝聴し、大変盛況のうちに幕を閉じました。

緩和ケア研修会
　平成29年２月11日（土）、12日（日）の２日間、医師・歯科医師などを対象とした緩和ケア研修会
を開催しました。がん性疼痛や呼吸困難のケア、がん医療におけるコミュニケーション技術、地域連
携の講義だけではなく、少人数のグループワークやロールプレイなどを通じ活発な議論を行うことが
出来ました。またリレーフォーライフジャパン大分が、がん経験者の声という形で講義を行いました。
受講者からは「勉強になり有意義な時間だった」「がん経験者の話がとてもよかった」と高評価を頂き
ました。次回は、平成30年２月中旬に開催を予定しています。
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ＴＱＭ発表会について
　平成29年２月18日（土）に第15回ＴＱＭ発表会を開催しました。近隣施設、団体、看護学校と院内
外合わせて125名の参加を頂き、盛会に終えることができました。
　ＴＱＭ活動とはTotal（全員で）　Quality（医療・サービスの質を）　Management（継続的に向上さ
せる）の略で、日常業務の中での問題点を解決するためにグループで業務改善を行う事を意味します。
今年度は、9例の活動報告を行いました。この活動を継続することで、常に問題意識を高め、医療・看
護の質の向上を目的として、地域に信頼、愛される病院を目指してまいりたいと思います。

新人看護職員研修修了証授与式
　平成29年３月２日（木）に新人看護職員の研修修了証授与式が行われました。１年間の新人看護職
員研修を終え、今年度は、８名の新人看護職員が研修修了証授与式を迎えることができました。式で
は毎年恒例となっているDVDが流れ、研修風景や先輩からのメッセージを見ながら、笑ったり、泣い
たりする新人看護職員の姿がみられました。新人看護職員からは一年間の思いやこれからの決意、先
輩看護師への感謝の言葉などが述べられました。看護部長や院長、事業管理者からもメッセージをい
ただき、多くの職員が見守るなか、温かい雰囲気で行われました。
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第23回中津市民病院健康教室
　平成29年３月11日（土）14時より中津市民病院２階講堂において、当院副院長木村龍範医師による

「当院での心臓血管外科治療について」と題した健康教室を開催し、中津市内をはじめ近隣市町村の市
民や医療福祉関係者等27名の参加を頂きました。
　講演では、心臓の病気についての説明や手術方法などについて動画や写真、データなどを使って説
明がありました。また、会場に実物の人工心肺装置を準備し、講演前後に当院の臨床工学技士が受講
者に機器の説明を行い、皆さん興味深そうにみられていました。
　参加者からは「市民病院で心臓手術ができるようになって、地域で高度医療を受けることができ、
安心しています」等の感想が聞かれました。
　当日は中津ケーブルテレビの取材があり、後日「中津ふるさとTV」で放送されました。また、過去
の健康教室の内容を収録したDVDは小幡記念図書館で貸し出ししておりますので、是非ご利用くださ
い。

講演の様子

人工心肺装置
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研修医報告会・記念品授与式
　平成29年3月16日（木）に平成28年度初期臨床研修の報告会を行い、研修医の皆さんに１年間のま
とめをしていただきました。それぞれ色々な症例をこの1年間で経験しており、多岐にわたる内容の報
告会となりました。質疑応答も行われ、１年間に経験した内容を詳しく聞くことができました。その後、
記念品の授与式が行われました。

新採用職員懇親会
　平成29年４月７日（金）に毎年恒例の西谷温泉での新人歓迎会が盛大に行われました。桜もまだ早く、
あいにくの寒さでしたが、今年は１年時研修医が多く例年以上に盛り上がり、意気盛んな懇親会とな
りました。新人の皆さん頑張ってください。
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中津市立 中津市民病院
〒871-8511 大分県中津市大字下池永173番地
TEL：0979-22-2480（代表）　FAX：0979-22-2481（代表）

受付時間：午前8：30～午前11：00
休 診 日：土曜日･日曜日･祝日
　　　　 年末年始（12月29日～1月3日）
※救急の患者さんや予約の患者さんは、上記時間外でも対応
させていただきます。

外来診療案内

外来診療担当医表

表紙…新人看護職員研修修了証授与式

平　　　日：午後１時～午後７時
土・日・祝日：午前11時～午後７時
面会時のお願い　
●当院では、患者さんとご面会の皆様のために面会室を用意して
います。お気軽にご利用ください。
●入院している患者さんの安静や診療の妨げにならないよう、決
められた時間内にお願いします。
●大勢の面会は、患者さんの安静の妨げになりますのでご遠慮く
ださい。また、お子様は感染防止のうえからも特別な場合を除
いてご遠慮ください。
●病状によっては面会をお断りする場合があります。一日も早く
回復していただくためご協力ください。

面会時間

※1 小児科は上記医師が新患責任者です。新患責任者が担当者を決定します。新患責任者が診療を担当する訳ではありません。
※2 整形外科・耳鼻いんこう科はしばらく休診します。

曜 日
診療科

※非常勤医師については、記載しておりません。

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

詳細については、９ページにて紹介しております。
ご覧ください。

古川祐太朗
小路　高史

日置　智惟
宮ヶ原　典

工藤　佳奈

池田　元彦

是松　聖悟

古賀　広道
松尾　吉紘

甲斐成一郎
一万田充洋

永松　敏子

木村　龍範
嶋岡　　徹

岩渕　直人

古川　雄一
松原　友子
衛藤　　聡
日高　　啓
村山　　僚
村山佑里子

髙橋　喜浩

久米　　治　

下川　雄三
日置　智惟

中尾　　裕

是松　聖悟
合志　光史

古賀　広道
（午後手術）

折田　博之
永田　茂行

福山　康朗
倉光絵梨奈

手　術　日

岩渕　直人

古川　雄一
衛藤　　聡
甲斐健太郎
日高　　啓
村山　　僚
村山佑里子
髙橋　喜浩
（新患のみ）

古川祐太朗

梅野　成大

工藤　佳奈
中尾　　裕
池田　元彦

合志　光史

古賀　広道
松尾　吉紘
折田　博之
甲斐成一郎
一万田充洋

永松　敏子

木村　龍範
嶋岡　　徹

手　術　日

手　術　日

日高　　啓
村山　　僚
村山佑里子

髙橋　喜浩

小路　高史
久米　　治
梅野　成大
宮ヶ原　典
下川　雄三

工藤　佳奈

是松　聖悟

手　術　日

折田　博之
永田　茂行

永松　敏子
手　術　日
木村　龍範
（再診のみ）

岩渕　直人

甲斐健太郎
松原　友子
衛藤　　聡
日高　　啓
村山　　僚
村山佑里子
髙橋　喜浩
（再診のみ）

古川祐太朗

横田　昌樹

中尾　　裕

池田　元彦
井上　真紀
是松　聖悟
または
合志　光史
担当医
古賀　広道
松尾　吉紘

甲斐成一郎

福山　康朗
倉光絵梨奈

木村　龍範
嶋岡　　徹

岩渕　直人
（午後手術）
古川　雄一
松原　友子
甲斐健太郎
日高　　啓
村山　　僚
村山佑里子

髙橋　喜浩

循 環 器 内 科

消 化 器 内 科

糖尿病・内分泌内科

血 液 内 科

小 児 科

小 児 外 科

脳 神 経 外 科

消 化 器 外 科

呼 吸 器 外 科

乳 腺 外 科

心 臓 血 管 外 科

泌 尿 器 科

産 婦 人 科

放 射 線 科

歯 科 口 腔 外 科
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