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看護部長就任のご挨拶

　当院は地域の中核病院として、病院の理念「病む人の身になって、安全で質の高い医療
を提供し地域住民の心の拠り所となるよう努力します。」をもとに、看護部は「相手を思い
やり愛ある行動がとれる看護師になろう!!」をスローガンに掲げ、日々の看護を行ってい
ます。

　看護のできない病はありません。患者さまの意思
を尊重し、人としての尊厳を守りながら、個々の
ニーズに応じた看護が実践できるよう専門知識・技
術を磨き安心で安全な看護を提供します。そのため
に、看護教育体制の充実と職場環境の構築を目指し
ます。
　看護師ひとり一人が、人としての優しい心と思い
やりを忘れず、看護の温かい眼差し、優しい手の温
もりを持って看護できるよう支援し、患者さま中心
の看護を実践できるよう努力して参ります。

　今後とも、ご指導よろしくお願いいたします。

　　令和４年４月
看護部長　矢野東　和代 　
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　新しく赴任しました、
大分大学卒後４年目の石
田俊介です。宇佐市の出
身ということもあり、中

津に関してはある程度土地勘もあり、赴任す
るのを楽しみにしていました。経験値も知識
もまだまだ不十分ですが、日々精進して微力
ながら中津市の医療に貢献できればと思いま
す。よろしくお願い申し上げます。

　4月より赴任致しまし
た外科の宗村岳人と申し
ます。患者様に少しでも
良い医療をお届け出来る

様、精進したいと思っております。どうぞ宜
しくお願い致します。

　4月より赴任致しまし
た外科の溝田和弘と申し
ます。地域の医療に少し
でも貢献できるよう精進

して参ります。宜しくお願い致します。

　４月より中津市民病院
に赴任しました、小児外
科の田中悠一朗と申しま
す。大分での生活は初め

てですが、来県してすぐ、居心地の良さを感
じております。まだまだ未熟な点も多々ある
と思いますが、中津の医療に精一杯貢献して
いきたいと思っております。よろしくお願い
いたします。

　この度赴任してきまし
た消化器内科の梅野と申
します。肝臓・胆道疾患
を中心に、中津市民病院

で少しでも皆様のお役に立てればと思ってお
ります。これからよろしくお願い致します。

外科
石田　俊介 Dr.
（いしだ　しゅんすけ）

外科
宗村　岳人 Dr.
（むねむら　がくと）

外科
溝田　和弘 Dr.
（みぞた　かずひろ）

小児外科
田中悠一朗 Dr.
（たなか　ゆういちろう）

消化器内科
梅野　成大 Dr.
（うめの　なるひろ）

今年度から当院に勤務する医師を紹介します。

　4月から呼吸器外科に
赴任しました野田大樹と
申します。大分生まれ、
大分育ちです。患者様に

寄り添う医療を提供できるよう頑張ります。
気になること等がございましたらいつでもご
質問ください。よろしくお願いいたします。

呼吸器外科
野田　大樹 Dr.
（のだ　だいき）
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　４月より中津市民病院
にて研修させていただき
ます、安東孟矩です。大
分市出身で、中津市には

住んだことがなく、新しい土地での新しい生活
に胸を膨らませて中津へやって参りました。第
一志望の中津市民病院で初期研修させていただ
けて、大変幸せに感じております。少しでも多
くのことを学び、中津のために役に立てるよう
に努力して参りますので、２年間宜しくお願い
申し上げます。

　今年から中津市民病院
で２年間初期研修をさせ
ていただく藤原彬と申し
ます。出身は北九州市で

大分大学卒業です。中津にあるおいしいものを堪
能しながら、多くのことを学んでいきたいと思っ
ております。至らぬ点は多々あると思いますが、
大分の医療に少しでも貢献できるよう努力してい
き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。

　４月から中津市民病院
で研修させていただきま
す、相良佳奈と申します。
出身は隣の市の宇佐市

で、10歳頃より中津市で育ちました。ゆかり
ある地の病院で研修することができ、とても
嬉しく思います。至らない点も多々あり、た
くさんご迷惑をおかけすると思いますが、一
生懸命頑張りたいと思います。２年間どうぞ
よろしくお願いいたします。

　４月より中津市民病院
にて研修をさせて頂きま
す、阿部祐太と申します。
出身は豊後高田市ですの

で、幼少の頃から中津市は身近な存在でした。
この度、慣れ親しんだ地域の医療に携わる機
会を頂き、嬉しい気持ちで一杯です。まだま
だ医師として至らぬ点が多々ありますが、大
好きな地域の医療に少しでも貢献できますよ
うに精進いたします。これからご指導ご鞭撻
をよろしくお願いいたします。

　大分大学卒業の滝口と
申します。中津市出身な
ので地元で働けることを
大変うれしく思っていま

す。地元とはいえど知らないことは多々ある
ので、研修を通して中津という地に触れてい
きたいと思います。他人の気持ちを推し量れ
る立派な医師になりたいです。

　はじめまして。令和４
年４月より麻酔科に赴任
いたしました。大分市出
身です。主に手術室での
勤務となりますが、手術

を受ける患者さんの不安を少しでも取り除き、
また安全に手術ができるように努めていきた
いと思います。赴任前に福澤諭吉先生の「学
問のすすめ」を読みましたが、臨床現場でも
日々学ぶことがあると思います。疲れたとき
は美味しい唐揚げを食べて元気を出そうと思
います。少しでも地域の方々のお力になれま
したら幸いです。

　４月に赴任しました、
小児科の佐藤と申しま
す。大分県生まれですが、
県北での生活は初めてで

す。中津市周辺地域の小児医療に貢献できる
ように尽力できればと思っています。よろし
くお願いいたします。

　中津へは２度目の着任
となりました、小児科の
小河です。これまでは大
分大学医学部附属病院で
勤務しておりました。以

前勤務した際、広い医療圏を担う中津での小
児医療の重要性を学ぶとともに、中津の町や
自然、食、人々などとても魅力的に感じまし
た。この大好きな中津の地で、子どもたちの
心と身体の健康を目指して患者さんに寄り添
う医療に努めていきたいと思います。どうぞ
よろしくお願いいたします。

　初めまして。今年の４
月より中津市民病院に赴
任させて頂きました産婦
人科の山田と申します。

昨年度までは大分大学附属病院にて勤務して
いました。私は祖母の家が中津にあり、小さ
いころよく中津まで遊びに来ていました。慣
れ親しんだこの中津の地にて、地域の医療に
貢献できるよう精一杯頑張りたいと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。

　４月から泌尿器科に赴
任しました、近松惣太郎
と申します。こちら中津
市民病院では初期研修の

2年間を過ごし、この度3年振りに戻ってまい
りました。中津および周辺地域の医療に少し
でも貢献できるように精一杯努めてまいりま
す。よろしくお願いいたします。

　４月より放射線科に赴
任致しました西原新也と
申します。画像診断や内
視鏡検査、画像下治療を

通して他科の先生方、医療スタッフの方々、中
津市および周辺地域の患者様のお役に立てるよ
う頑張りたいと思います。まだまだ若輩者です
がよろしくお願い致します。

　2022年４月より赴任
しました循環器内科の卯
野明大と申します。大分
県出身で大分大学医学部

の卒業です。昨年までは大分大学に勤務して
おりました。中津に来るのは初めてで、すこ
しでも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。

小児科
佐藤　亮介 Dr.
（さとう　りょうすけ）

小児科
小河　和也 Dr.
（おがわ　かずや）

産婦人科
山田　知徳 Dr.
（やまだ　とものり）

泌尿器科
近松惣太郎 Dr.
（ちかまつ　そうたろう）

放射線科
西原　新也 Dr.
（にしはら　しんや）

循環器内科
卯野　明大 Dr.
（うの　あきひろ）

研修医
安東　孟矩 Dr.
（あんどう　たけのり）

研修医
藤原　　彬 Dr.
（ふじわら　あきら）

研修医
相良　佳奈 Dr.
（さがら　かな）

研修医
阿部　祐太 Dr.
（あべ　ゆうた）

研修医
滝口　　卓 Dr.
（たきぐち　たかし）

麻酔科
渡辺　惇哉 Dr.
（わたなべ　じゅんや）
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　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、森山遼太と申
します。日田市出身で大

分大学卒業と、中津での初めての生活に不安で胸
いっぱいですが、多くのことを学び、精一杯中津
の医療に貢献していきたいと思っています。１年
という短い期間ではありますが、沢山のことに挑
戦する１年にしたいと思っていますので、皆様ど
うかご指導ご鞭撻の程よろしくお願いいたしま
す。

研修医
森山　遼太 Dr.
（もりやま　りょうた )

研修医
村瀬　貴大 Dr.
（むらせ　たかひろ）

　私は国東市出身なので、
「あまり居住環境としては
変わらないかな」と高を
くくって中津に来たらあ

まりの都会さに腰を抜かしました。国東では最寄
りのカラオケもハンバーガー屋も隣町です。中津
のベスト電機のサイズは東京ドーム何個分なので
しょうか。そうなるとほとんど東京に来たといっ
ても差し支えはなさそうですね。もちろんお察し
の通り東京ドームも実物を観たことはありませ
ん。４月からこの東京でお世話になります。
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新人看護職員研修修了証書授与式
　令和４年３月３日（木）、新人看護職員研修修了証書授与式が行われました。

　今年は、助産師２名、看護師11名が１年間の研修プログラムを終えました。17日間の集合教育では、

基礎教育で学んだ知識を臨床現場でどのように活用するのかを学び、リフレッシュ研修ではお互いに

仕事の悩みを語り合い、ともに成長する場となりました。

　新型コロナウイルス感染症対策のため、各部署での授与式となりましたが、修了証書とともに、研

修の場面や職場の同僚、先輩からのメッセージが収められたDVDがひとりずつに手渡され、ホッとし

た笑顔を浮かべていました。今後は２年目となり、後輩もできる立場となるので自己研鑽に努めてく

ださい。

研修医修了式
　令和４年３月17日（木）に令和３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。また、症例の発表だけでなく、1年間、2年間のそれぞれの研修のまとめなどの内
容もあり、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。
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学びの21世紀塾市民講座
　令和４年２月25日（金）14時より豊後高田市立図書館において、当院歯科口腔外科部長髙橋喜浩医

師による「口腔がん～口の中にがんができるの？～」と題し、中津市民病院、豊後高田市健康推進課

の共催による市民講座を開催しました。市民や介護・医療関係者等19名の参加を頂きました。

　講演では、多数のスライド写真やイラストを用いて口腔がんは早期発見・早期治療で治る病気であ

ること、予防、原因、治療方法についての説明、口腔内の健康を保つためのセルフチェック方法、定

期受診や口腔がん検診の必要性についてお話がありました。参加者の皆さんは熱心に耳を傾け、メモ

をとる姿も見られました。近年、著名人の公表等もあり口腔がんへの関心の高さを感じました。

　豊後高田市立図書館では、「がんコーナー」を常設しており、当院からもがん関連の冊子等を置かせ

ていただいています。是非ご活用ください。
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がんサロン
　当院では、平成23年に当院が地域がん診療連携拠点病院に承認されたことから、毎月第２金曜日に「が

んサロン」を行っています。

　当院のサロンでは、医師や薬剤師、認定看護師等が講師となり、がんの治療や日常生活を過ごす上

で参考になるミニ講演会や学習会を開催しています。

　令和４年４月15日（金）のサロンでは、社会福祉士による「がん相談支援センターをご存じですか？」

と題し、がん相談支援センターの役割やがんに関する正しい情報の集め方について学習会を行いまし

た。

　新型コロナウイルスの影響で中断した時期もありましたが、今年度より市報への開催案内の掲載も

再開しました。後半の交流会は、感染予防に留意しながら、闘病中の食事や薬の副作用について意見

交換ができ、有意義な時間となりました。「何年たっても、サロンに来て皆さんの話を聞くと、心が落

ち着きます。」とおっしゃる参加者の言葉がとても印象的でした。

　がんサロンに興味のある方はぜひ下記までお気軽に問い合わせ下さい。

　中津市民病院　相談支援センター　　℡ 0979-22-6521
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がん化学療法研修会
　がん診療拠点病院の当院では、2017年より地域の医療従事者と共に定期的にがん化学療法の研修会

を実施しています。2021年12月18日（土）には胃癌治療に関する研修会を開催。当院内科の和田亜由

美医師の他、昨年度、当院にて研修を行い「専門医療機関連携薬局」を取得した保険薬局薬剤師の中

島美紀先生から薬薬連携（病院と保険薬局の連携）にてがん患者の治療をスムーズに行うことができ

た症例を発表していただきました。また、2022年２月26日（土）には血液内科の池田元彦医師による「悪

性リンパ腫の治療」、礒﨑慎吾感染管理認定看護師による「感染予防対策の重要性」、横浜医療センター

薬剤部の小井土啓一先生による「悪性リンパ腫における易感染性の対策と対応」について講演があり

ました。

　抗がん剤治療で白血球・好中球が低下した際にきちんとリスク分類を行い、必要な検査、治療を行

う重要性を改めて認識しました。また、好中球減少時の生もの摂取についても、研修会に参加してい

た管理栄養士や薬剤師からもたくさんの質問があがり、議論することができました。今後もこのよう

な研修会がありますので、地域の医療関係者の方々も時間がある際には参加を検討されてください。

飲むヨーグルトを寄贈いただきました！
　令和４年３月11日（金）、下郷農業協同組合様より、新型コロナウイルス感染症の最前線で働く医

療従事者の皆様方に、少しでも体調管理と癒しの時間をもっていただければと、 「飲むヨーグルト S-1

（150ml）」1,074本を寄贈いただきました。ありがとうございました。
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　現在、新型コロナウイルス感染症対策として、入院患者さんへの面会を全面禁止とさ
せていただいており、患者さん及びご家族にはご不便をおかけしております。そこで、
少しでも患者さんとご家族に面会機会を設けられるよう、下記のとおりオンライン面会
を実施しておりますのでご案内します。

【 対象者 】
　・スマートフォン等の通信手段をご自身で持っていない方
　・病状等によりご自身で連絡を取ることが困難な方
　※主治医の判断で、オンライン面会ができない場合もあります。ご了承ください。

【 患者さんと面会できる方 】
　面会ができるのは患者さんのご家族のみとさせていただきます。一家族３人程度。

【 予約 】
　予約制とさせていただきます。
平日の午後１時から午後４時までに市民病院総務課に電話でお申し込みください。
希望日の３日前までに予約をしてください。タブレットの数に制限があるので面会
日時は予約順で枠が埋まります。ご了承ください。

【 面会時間 】
　平日の午後２時から午後４時、１家族週１回、面会時間10分程度といたします。
　①14：00～　②14：30～　③15：00～　④15：30～　の時間帯で予約をとります。

その他、詳細は市民病院総務課までご連絡ください。

オンライン面会について

11

令和４年５月発行　Vol.37



中
津
市
民
病
院 

広
報
誌
ゆ
り
か
ご
第
37
号
　
　
　 

令
和
４
年
５
月
発
行
　
発
行
／
中
津
市
民
病
院
　
編
集
／
広
報
委
員
会
　
中
津
市
大
字
下
池
永
１
７
３
番
地
　
Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
９
７
９‒

22‒

２
４
８
０
㈹
　
Ｆ
Ａ
Ｘ 

０
９
７
９‒

22‒

２
４
８
１
㈹

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

　現在、新型コロナウイルス感染症の流行に伴う感染防
止対策として、面会の禁止を行っています。
　入院患者様の荷物（洗濯物等）の受け渡しで来院され
る場合は、下記の時間帯とさせて頂きます。

　病院入口で検温・健康確認を受けたのち、各病棟ナー
スステーションまで荷物をお持ちください。荷物は看護
師がお預かりします。
（直接患者さんへの受け渡しはできません。）

面会について

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

【受け渡し可能時間】 
月～金曜日 13時～19時 
土～日曜日（祝日も含む） 11時～19時

ご自宅などからでもできるオンライン面会を実施中
です。詳細はホームページをご確認ください。

表紙…新人看護職員研修修了証書授与式
詳細については７ページにて紹介しております。ご覧ください。

小路　高史

大森　　薫
木本　喬博
池田　元彦

太田　浄文

青木　宏平
担当医

古賀　広道

内田　博喜
石田　俊介

永松　敏子

木村　龍範
嶋岡　　徹

岩渕　直人
近松惣太郎

松本　治伸
佐藤　新平
小畑　絵梨
山田　知徳
日高　　啓
牧瀬　　智
西原　新也

髙橋　喜浩
田村　　舞

久米　　治

末廣　侑大
大森　　薫
池田　元彦

栁井　湧翔
担当医

古賀　広道
（午後手術）

江頭　明典
梅田　健二

福山　康朗
野田　大樹

岩渕　直人
近松惣太郎

松本　治伸
佐藤　新平
佐藤　美帆
山田　知徳
日高　　啓
牧瀬　　智
西原　新也
髙橋　喜浩
（新患のみ）
田村　　舞

冨來　公一

安部　雄治
梅野　成大
池田　元彦

太田　浄文

栁井　湧翔
担当医

古賀　広道

江頭　明典
内田　博喜
石田　俊介

永松　敏子

木村　龍範
漆野　恵子

日高　　啓
牧瀬　　智
西原　新也

髙橋　喜浩
田村　　舞

福山　康朗

小路　高史
久米　　治
木本　喬博
末廣　侑大

青木　宏平
担当医

江頭　明典
梅田　健二

永松　敏子

木村　龍範
（再診のみ）

岩渕　直人
近松惣太郎

佐藤　新平
佐藤　美帆
小畑　絵梨
山田　知徳
日高　　啓
牧瀬　　智
西原　新也

髙橋　喜浩
（再診のみ）

冨來　公一

安部　雄治
梅野　成大
池田　元彦
太田　浄文
（再診のみ）
青木　宏平
担当医

玉城　昭彦
（午後手術）

古賀　広道

内田　博喜

福山　康朗
野田　大樹

木村　龍範
嶋岡　　徹
（午前手術）
（午後予約のみ）
岩渕　直人
（午後手術）
近松惣太郎
松本　治伸
佐藤　美帆
小畑　絵梨
山田　知徳
日高　　啓
牧瀬　　智
西原　新也

髙橋　喜浩
田村　　舞

循 環 器 内 科

消 化 器 内 科

血 液 内 科

神 経 内 科

腎 臓 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

緩和ケア外来（予約のみ）
※整形外科・耳鼻いんこう科はしばらく休診します。

12


