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TQM発表会
　令和２年２月８日（土）当院多目的ホールにおいて、第18回TQM発表会が開催されました。

近隣の施設、団体、看護学校、院内・院外合わせ約130名の方々にご出席を頂き盛会裏に終

えることができました。

　TQMとは、Total Quality Managementの略です。全員・全体で（Total）医療の質やサー

ビスを向上（Quality）していく活動（Management）を行うことです。患者様にとって何が

良い医療なのか、また、それを実現するために病院は、そして各部門や職種は何をしたら良

いのかを考え、その足りない点を改善し患者サービスの向上、医療の質の向上、経費削減な

どの成果へとつなげていく小集団グループ活動のことです。

　今年度は、SPDシールの紛失をなくす【物品管理】、処置・検査物品のセット化や記録の

短縮・見える化につながる【業務改善】、ベッドサイドの環境調整で生活のしやすさや事故防

止につながる【環境整備】、有給を取得しやすい、より良い職場作り【働き方改革】など、業

務・経営面や患者様に視点をあてた有意義な内容でした。また、地域枠として「医療法人 信

和会 和田病院様」・「特定医療法人 明徳会 佐藤第一病院様」のご参加をいただきました。

　今後の当院の業務改善・顧客サービスに向けた活動に活かしていきたいと思います。

　今後も引き続き業務改善の視点を持って、CS（顧客サービス）や、TQM活動（医療・看護

の質の向上）に努めてまいりたいと思います。
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　４月に赴任しました外
科の中村です。未熟な点
も多々あるとは思います
が、中津の医療に精一杯

貢献したいと思います。よろしくお願いします。

　４月より中津市民病院
に赴任しました、外科の
松堂響人と申します。昨
年度までは福岡市の九州

中央病院に勤務しておりました。大分では初の勤
務となりますが、中津市やその周辺の地域の皆様
に少しでも良い医療を提供することが出来るよう
日々精進したいと思っております。宜しくお願い
致します。

　４月より赴任しました
呼吸器外科の辛島高志で
す。私は中津市出身で沖
代小学校の卒業です。久々

の地元での生活が楽しみである一方、北部九州の
広大な医療圏の中心である市民病院での外科医療
に身が引き締まる思いです。至らぬ点も多いとは
思いますが、精一杯がんばります。よろしくお願
いいたします。

　外科の播磨です。地域
医療に貢献できるよう、
誠心誠意頑張ります。よ
ろしくお願いします。

　４月から内科医師とし
て赴任した和田と申しま
す。昨年は大分大学医学
部付属病院で勤務してい

ました。中津市民病院は初期臨床研修で2年間お
世話になり、今回再度、県北地域での医療に携わ
ることになりました。当地域での医療に少しでも
貢献できるよう努めてまいります。よろしくお願
いいたします。

外科
中村　　駿 Dr.
（なかむら　しゅん）

外科
松堂　響人 Dr.
（まつどう　きょうと）

呼吸器外科
辛島　高志 Dr.
（からしま　たかし）

外科
播磨　朋哉 Dr.
（はりま　ともや）

内科
和田亜由美 Dr.
（わだ　あゆみ）

今年度から
当院に勤務する医師

を
紹介します
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　４月から放射線科に赴
任しました筒井聡一郎と
申します。７年前に初期
研修医としてこの病院で

２年間研修しており、以後は福岡県内の複数の病
院で働いてきましたが、このたび放射線科医とし
て再びこの中津市民病院で働けることを嬉しく思
います。CTやMRIなどの画像診断を専攻してお
ります。微力ではありますが、医師として育てて
頂いたこの地域の方々に少しでも恩返しが出来れ
ばと思います。よろしくお願い致します。

　４月より赴任いたしま
した、放射線科の下村と
申します。まだまだ未熟
な面もありますが、画像

診断や内視鏡検査、IVR（画像下治療）などを通
して、中津や周辺地域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。

　４月に赴任しました麻
酔科の中西です。一昨年
勤務させていただき、１
年ぶりに戻ってまいりま

した。１年間大学病院で身につけたもので中津の
医療に貢献できればと思っております。よろしく
お願いいたします。

　４月より研修させてい
ただきます、三毛門和彦
と申します。生まれも育
ちも吉富町なので中津市

は幼いころよりゆかりのある土地のため、中津市
民病院で研修できることがとても嬉しいです。ま
だ医師として右も左もわからないのでお手数をお
かけすることがあると思いますが、一生懸命頑張
りますのでどうぞよろしくお願い致します。

　４月より中津市民病院
で研修させていただきま
す、正國桃菜と申します。
出身は大分県臼杵市です。

中津は今回初めて住むこととなりましたが、少し
でもはやくこの地について知り、県北の地域医療
に貢献したいと考えています。精一杯頑張ります
ので、2年間どうぞよろしくお願いいたします。

　はじめまして。小児科
の吉岡純と申します。大
分大学医学部小児科学講
座に入局後、大学病院→

鶴見病院→豊後大野市民病院→アルメイダ病院→
大分県立病院を経て、中津市民病院へやってきま
した。別府出身の大分県人ですが、県北は初めて
です。少しでも地域の子供たちの健康と安全に寄
与できるよう精一杯務めさせていただきます。よ
ろしくお願いいたします。

　この度中津市民病院の
循環器内科医として赴任
しました。私は大分市の
出身で昨年は別府医療セ

ンターに勤務しておりました。まだまだ力が及ば
ないこともあるかと思いますが、これまでの経験
を生かして中津市をはじめとする県北の医療に少
しでも貢献できるよう、頑張っていきたいと思い
ますのでよろしくお願いします。

　４月から中津市民病院
に赴任しました佐藤新平
です。昨年まで大分大学
に勤務していました。微

力ながら、皆様のお役に立てるよう頑張りたいと
思います。よろしくお願いいたします。

　今年度から消化器内科
医として勤務させて頂き
ます末廣侑大と申します。
中津市民病院で研修医と

して勤務させて頂いた後、飯塚病院→済生会福岡
病院→九州大学病院を経て、当院で再び勤務する
こととなりました。中津育ちでもあり、地元に貢
献できるように精一杯努めてまいります。よろし
くお願いします。

　５月より赴任いたしま
した産婦人科の森田と申
します。昨年まで大分市
の大川産婦人科病院で勤

務しておりました。中津市で皆様が安心して妊娠・
出産ができるように努め、そのほか様々な女性の
悩みに寄り添える医療ができるように日々精進し
てまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

　このたび中津市民病院に
赴任いたしました、小児科
の若山愛海と申します。
子どもたちが元気になる

お手伝いができたらいいなと思っています。特技
は手話ができます。子どもたちだけじゃなく、お
役に立てることがあればお声がけください。笑顔
で元気に頑張りますので、どうぞよろしくお願い
いたします。

　４月から赴任しました
腎臓内科の青木宏平と申
します。これまでは大分
大学医学部附属病院に勤

務し、腎炎から透析まで慢性腎臓病の診療に従事
しておりました。昨年度新設されました腎臓内科
の更なる発展と県北地域の医療に貢献できるよう
尽力していきますので、何卒宜しくお願いいたし
ます。

循環器内科
佐藤　貴昭 Dr.
（さとう　たかあき）

産婦人科
佐藤　新平 Dr.
（さとう　しんぺい）

消化器内科
末廣　侑大 Dr.
（すえひろ　ゆうた）

産婦人科
森田　泰介 Dr.
（もりた　たいすけ）

小児科
若山　愛海 Dr.
（わかやま　あみ）

腎臓内科
青木　宏平 Dr.
（あおき　こうへい）

放射線科
筒井聡一郎 Dr.
（つつい　そういちろう）

放射線科
下村悠太朗 Dr.
（しもむら　ゆうたろう）

麻酔科
中西　　理 Dr.
（なかにし　おさむ）

研修医
三毛門和彦 Dr.
（みけかど　かずひこ）

研修医
正國　桃菜 Dr.
（まさくに　ももな）

小児科
吉岡　　純 Dr.
（よしおか　じゅん）
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　４月から中津市民病院
で１年間研修させて頂き
ます平國由佳と申します。
子どもの頃からお世話に

なった中津市民病院で研修することが、かねてか
らの目標でしたので嬉しい気持ちでいっぱいで
す。１年間と短い間ですが大分の医療に少しでも
貢献できる人材になれるように精進いたします。
よろしくお願いいたします。

　４月から中津市民病院
で初期研修をさせていた
だきます、衛藤美果と申
します。生まれも育ちも

大分市で、今回初めて外に出ての生活を始めます。
１年間という短い期間ではありますが、診療のこ
ともこの土地のこともより多く学んで持って帰り
たいと思っています。至らない点もたくさんある
と思いますがよろしくお願いいたします。

　４月より初期研修医と
して赴任した島一晃と申
します。福岡市出身、大
分大学卒業です。中津市

に住むのは初めてですが以前に仕事や観光で何度
も訪れたことがあり、大好きな街です。まだ医師
になったばかりでありご迷惑をおかけすることも
多いと思いますが、中津市の医療に貢献できるよ
う精一杯頑張ります。2年間何卒よろしくお願い
申し上げます。

　４月より中津市民病院
にて研修させていただき
ます、田中亮太です。出
身は大阪ですが、大学進

学を期に大分に来ました。生活のしやすさや食べ
物のおいしさに惹かれ大分に残ることを決め、病
院見学の際にも一番印象的だった中津の地で学ば
せていただけることを大変幸せに思います。至ら
ぬ点も多々あるとは思いますが、少しでも貢献で
きるよう頑張りますので、ご指導ご鞭撻のほどよ
ろしくお願いいたします。

　熊谷純之介と申します。
大分大学医学部医学科卒
業です。大分には中学高
校大学とお世話になって

います。４月より中津市民病院で初期研修となり
ました。第1志望が叶いうれしい気持ちでいっぱ
いです。幅広い知識と考え方を身につけ、今後の
医師人生に活かしていきたいと思います。ご指導・
ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

　４月より中津市民病院
にて初期研修医として働
かせていただくことに
なった川口賢太郎です。

今まで福岡から離れたことがなく、色々な意味で
の新生活が始まったばかりで不安と期待でいっぱ
いです。中津市民病院でのこの一年は医師として
も人間としても大きな節目となると心して精一杯
努力したいと思います。至らない点も多く、ご迷
惑をおかけすることになるかと思いますがどうぞ
よろしくお願いいたします。

研修医
平國　由佳 Dr.
（ひらくに　ゆか）

研修医
衛藤　美果 Dr.
（えとう　みか）

研修医
島　　一晃 Dr.
（しま　かずあき）

研修医
田中　亮太 Dr.
（たなか　りょうた）

研修医
熊谷純之介 Dr.
（くまたに　じゅんのすけ）

研修医
川口賢太郎 Dr.
（かわぐち　けんたろう）
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前原喜彦九州大学名誉教授特別講演会
　令和２年２月５日（水）、『健康寿命を延ばすために』という演題で、九州大学名誉教授で公立学校
共済組合九州中央病院院長の前原喜彦先生による特別講演会が行われました。
　外科手術の話から腸内細菌叢の話など多岐にわたる話を非常に分かりやすくお話しいただきました。
　質疑応答も行われ、大変意義のある講演会となりました。

新人看護職員研修修了証書授与式
　令和２年３月５日（木）、新人看護職員研修の修了証書授与式が行われました。
　６名の新人看護職員が１年間の研修プログラムを無事に終え、修了証書を手にすることができまし
た。
　今年は新型コロナの影響もあり、授与式を縮小して実施しました。看護部長をはじめ看護師長や教
育担当者が見守る中、温かい雰囲気で行われました。
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研修医修了式
　令和２年３月19日（木）、令和元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。

消防訓練
　令和２年２月13日（木）、４階西病棟より火災が起きた想定のもと、消防訓練を実施いたしました。

訓練ではまず初期消火の徹底、患者の安全な避難誘導を念頭に実施いたしました。

　その後は、消火器の使い方を中津市消防の指導のもと教えていただきました。どの職員も真剣に取

り組んでいました。

　最後に中津市消防署員より、訓練に対する講評、火災が起きた際の注意点等のお話があり、今回の

訓練を災害等が起きた場合に活かせるようにしてまいります。
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ご存知ですか？相談支援センター  ～がん相談窓口のご案内～
　当院は平成23年４月に厚生労働省より「地域がん診療連携拠点病院」の指定を受けました。指定施
設は、がんに対する治療や設備の充実とともに、「安心して治療や療養を行えるよう患者さんや家族の
相談支援」の役割を担う「がん相談支援センター」が設置されています。　　　　　　　　
　具体的には「がんと言われたけど詳しく病気について知りたい」「セカンドオピニオンについて知り
たい」「退院後の生活が気がかり」「介護や福祉サービスについて知りたい」「医療費が気になる」など
治療や療養生活に関する様々なご相談をお伺いしています。
　医療ソーシャルワーカー（社会福祉士、保健師）が、より安心してその方らしい生活を過ごせるよう、
一緒に考え、お手伝いさせて頂ければと思います。１人で悩まずにお気軽にご相談下さい。相談は無
料で秘密は厳守いたします。他病院で治療中の患者さんやご家族も相談可能です。
　相談内容によっては、地域の関係機関や病院内の様々な職種と連携をとり、適切な窓口へ連絡・紹
介などを行っております。

場　　所：１階内科受付隣の９番窓口「相談支援センター　地域医療連携室」
相談受付：月曜日～金曜日（土、日、祝日、年末年始を除く）
受付時間：９：00 ～ 16：00　（対応時間：17：00まで）
相談直通TEL：0979-22-6521
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特別コラム ～感染症と感染対策のちょっとしたお話～
　こんにちは。中津市民病院で感染対策チーム(ICT)に所属している

辛島です。感染管理認定看護師として活動しています。

　今日は感染症と感染対策のお話をします。

　感染症といえば、新型コロナウイルス感染症。国内、いや世界的に

新型コロナウイルス感染症と日々闘っている最中ですね。中津市も例

外ではなく、中津市民病院も感染対策を強化しています。

　毎日、テレビやいろいろなメディアでこの感染症に関する情報が流

れているので、皆さんも詳しいですね。

　ですので、今日は新型コロナウイルス感染症のお話ではなく、

「SFTS」のお話をしようと思います。

　「SFTS」って感染症をご存知ですか？あまりご存知の方はいないと思いますし、医療従事者でも正式

名称を答えることが難しいはずです。

　SFTSは、「重症熱性血小板減少症候群」という感染症です。ピンとこないですよね。マダニからうつ

る感染症といえば、｢あぁ、あれか｣ と思われる方もいらっしゃるかと思います。

　重症熱性血小板減少症候群（SFTS）は、2011年に中国で報告された新しい病気です。日本では

2013年に初めて確認されて以降、毎年60 ～ 100名前後の患者が報告されています。大分県でも累計20

名（2020年１月まで）の患者がいます。20名は九州では4番目に多い患者数です。この感染症は主に

SFTSウイルスをもつマダニに咬まれることによりヒトに感染します。

　マダニと家庭内に生息するダニとは全く種類が

異なります。マダニは５㎜程度のダニで、草地等

の屋外に生息しており市街地にもいます。

　そのマダニに咬まれると１週間程度吸血される

といわれています。咬まれる際に痛みを感じにく

く、吸血されていることに気づかない場合があり

ます。当院に受診された方も、「痛くないし、い

つの間にかホクロみたいなのがついてた」と言っ

ていました。

　マダニに咬まれていることに気づいたときの注

意点です。マダニは深く刺さっているので簡単

には抜けません。無理矢理引き抜こうとするとマ

ダニの一部が皮膚内に残って化膿したり、マダニ

の体液を逆流させてしまったりする恐れがありま

す。医療機関（皮膚科など）で処置（マダニの除

去、洗浄など）をしてもらうことをお勧めします。

10



　また、取り除いた後も、２週間程度は体調の変化に注意をし、発熱等の症状がないか気を付けてく

ださい。怖がらせるつもりはないですが、今のところ、このSFTSに有効なお薬やワクチン等の治療法

はありません。ただし、すべてのマダニがこのSFTSウイルスをもっているわけではなく、咬まれた＝

必ず発症ではなく、ほとんどの方は発症しないのでご安心ください。

　治療法がない以上は、まずマダニに咬まれないように予防することがとても大切です。春から秋に

かけてがマダニの活動期です。そう、今ですね。

　予防のために外に出ないでください、ではありません。農作業やレジャーなど、森林や草むらなど

に入る場合には注意するということです。 服装（長袖・長ズボン）や靴（サンダル等は避ける）に気

を付けてください。また、帰宅した際は服を着替えて、シャワーや入浴でマダニを取り除くことも大

切です。

　スプレータイプのマダニ除けの市販の忌避剤を使うのもひとつですね。虫よけスプレー製品の裏面

などの効能に「マダニの忌避」と書かれているものを購入しましょう。

　マダニによる感染症、SFTSのことを少し知っていただけたでしょうか？厚生労働省や国立感染症研

究所のホームページでもSFTSについて詳しく知ることができますよ。

　これから、ヒトが外に出て活動するシーズンです。同じくマダニも活動するシーズンです。マダニ

はあなたを狙っています。お気を付けを。

　厚労省のポスターから一言、「山あり、ダニあり」。　　　　  中津市民病院　外来師長　辛島　正信

　引用：厚生労働省HP　重症熱性血小板減少症候群（SFTS）に関するQ&A
厚生労働省HP　ポスター「山ありダニあり」　　 　　　　　　　　

研修医北海道研修

検体採取等に関する厚生労働省指定講習会

日本体外循環技術医学会

2018年度（第12回2年次）教育セミナー

第75回 細胞検査士教育セミナー

第45回 日本超音波医学会 関西地方会 学術集会

令和元年 11月 22日

令和２年 1月 17日

令和２年 3月 28日

2年目研修医

研究検査科

主任臨床工学技士

臨床工学技士

臨床検査技師

江藤　洋右

長田　智史

橋本　幸子

講演内容 年　月　日 講　　師
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