
新任部長あいさつ

　本年４月より院長補佐を拝
命し、３月末日で退職された
中岡前副院長の後を受けて地
域医療連携・病床管理の担当
となりました。昭和61年10月
本院に赴任し、これまで膠原
病・腎臓内科の分野を中心に
診療させてきていただいてお
りましたが新たな責任が果た
せるように頑張っていきたい

と思いますのでよろしくお願い申し上げます。
　国は人口減少と少子高齢化社会の到来に向けて
社会保障制度改革を推し進めており、取り組みの
方向性として入院医療の機能分化・強化と連携、
地域包括ケアシステムの整備を示しています。病
院・病床機能の役割分担や医療機関間、医療と介
護の間の連携強化を通じて、「施設」から「地域」
へ、「医療」から「介護」への流れを促し、より効
果的・効率的な医療・介護サービスの提供体制を
構築しようとしています。地域包括ケアシステム
により住まい・医療・介護・予防・生活支援が一
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院長補佐
地域医療連携課担当部長

漆谷　義德

体的に提供され、充実した在宅医療・在宅介護が
可能となり、重度な介護状態になっても住み慣れ
た地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続け
ることができるようになるとしています。
　急性期から回復期、在宅療養に至るまで地域全
体で切れ目なく必要な保健・医療・福祉サービス
が効率的に提供される「地域完結型医療」が行わ
れるためにはマンパワー増強、看取りを含めた在
宅医療を担う診療所・介護施設などの機能強化な
どの多くの課題があります。
　本院は地域医療支援病院の指定を受け、質の高
い地域連携を構築することを目的として急性期病
院、回復期病院、慢性期病院、診療所との機能分
化と連携の強化、介護施設などの福祉関係施設と
の連携を推し進めることを目的に研修を実施して
います。具体的には地域の医療従事者・福祉関係
者向けの研修として地域連携交流会、スキルアッ
プセミナー、サイエンス漢方医学研修会、押しか
け勉強会、地域医療勉強会など、住民向けの啓発
として地域懇談会を実施してきました。現在、訪
問医療は行っておりませんがこの地域で必要とさ
れる切れ目のない医療提供がされ、在宅医療が充
実できるようにこれまでの実績を見直し、患者
ニーズ、本院ができることを見極めながら、院長

を補佐し、地域の医療を盛り上げ
ていけるようにしっかり勉強して
いきたいと思いますのでご協力、
ご指導をよろしくお願い申し上げ
ます。
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この度、島根大学附属病院から参りまし
た田中です。糖尿病・内分泌領域を専門
としていますが、当院は大変患者さんに
対する教育に熱心で、周辺病院との連携
も良く関心しきりです。私も松江のみな
さんのお役に立てるよう頑張ります。

田中　小百合
糖尿病・内分泌内科

はじめまして。出身は山口県で、平成15
年に鳥取大学医学部を卒業後、鳥取大学
第１内科に入局、循環器内科を専攻して
おります。松江に転居したのは初めてで
生活するのが楽しみです。今後とも宜し
くお願い致します。

栁原　清孝
循環器内科

松江生協病院より赴任しました。兵庫県
出身ですが、島根大学に入学以降、島根
での生活も長くなり出雲弁にも磨きがか
かってまいりました。松江圏域での連携
を大切に頑張りますのでよろしくお願い
致します。

山本　佳生
第二外科

ちょうど10年ぶりに、本病院に戻ってま
いりました。大病院での勤務は緊張する
ところでありますが、適切・丁寧な病理
診断を心がけて頑張ります。

髙橋　卓也
病理部副部長

この度、松江赤十字病院で働くことにな
りました呼吸器内科の矢内正晶と申しま
す。まだまだ若輩者ではありますが、患
者さんと真摯に向き合い、日々の医療を
行っていきたいと考えております。何卒
よろしくお願い申し上げます。

矢内　正晶
呼吸器内科

多くの皆様が心身ともに素敵な毎日を送
ることができるよう、常に真剣に向き合
い、そして優しく寄り添い、より良い医
療の提供のために精進して参ります。

山口　恵実
第一外科

研修医紹介

石橋　脩一
初心を忘れず一生懸命
頑張ります！よろしく
お願いいたします。

矢鉾　隆史
まだまだ未熟者です
が、初心と笑顔を忘れ
ずに頑張っていきたい
と思います。よろしく
お願いします。

新任医師紹介

Ｈ24年度３月31日付退職者

小畑　愛
笑顔を忘れず、毎日少
しずつ成長していけた
らと思います。

澤田真由美
不安だらけですが、
しっかり勉強してがん
ばりたいと思います。
よろしくお願いします。 森山あ

一生懸命頑張
で、どうぞ
願い致します

尾上　歩美
１日１日を大切にして
がんばっていきます。
よろしくお願いします。

坂下　真依
日々目標をもち、達成
できるよう努力したい
と思います。

森田　理香
初心を忘れず、日々勉
強していきたいと思い
ます。ご指導のほど宜
しくお願い致します。

新任医師紹介
４月に新しく採用になった医師を紹介します。

山口　直人
積極性を忘れず、日々
努力していきます。
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４月より赴任になりました。松江で勤務
するのは初めてですが、一日も早く地域
の皆様にお役に立てるよう精一杯がんば
りますので、よろしくお願いいたします。

前信　友梨
形成外科

初めまして。島根の西部出身で、10年間
住んだ出雲を離れ、松江に来ました。こ
れから松江の地でしっかり学び、働いて
いこうと思います。よろしくお願いしま
す。

石橋　朋佳
第二産婦人科

４月より鳥取大学から松江赤十字病院歯科口腔外
科に赴任してきました奥田学と申します。患者さ
んとのコミュニケーションを大切にした診療を心
がけております。赴任したばかりでまだまだ慣れ
ないことが多くご迷惑をお掛け致しますが、今後
ともご指導のほどよろしくお願いいたします。

奥田　学
歯科口腔外科

今年度より血液内科に勤務することとな
りました。患者さまの想いを尊重し寄り
添っていけるような医療を心掛けます。
何卒よろしくお願いします。

今岡　慎太郎
血液内科

４月から勤務させていただくことになり
ました。松江での勤務は初めてですが、
わかりやすい説明を心がけ、患者さんに
優しい医療を行っ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。

和氣　仁美
第二外科

平成25年４月から本病院で勤務すること
になりました泌尿器科の平野慎二と申し
ます。排尿に関するお悩み、あるいは性
に関連するお悩みがあればお気軽にご相
談下さい。

平野　慎二
泌尿器科

川上潮（うしお）と申します。島根県立
中央病院で救急領域の基礎を学びました。
松江日赤では集中治療を中心に知識や臨
床力を深めたく思います。時々救急外来
での診療も致しますのでよろしくお願い
申し上げます。

川上　潮
集中治療科

みなさんこんにちは。島根大学出身で医
師５年目です。まだまだ未熟者ですが手
術を受ける患者さんに少しでも楽に、痛
みなく周術期を過ごしてもらえる様にが
んばります。どうぞよろしくお願いしま
す。

片山　望
麻酔科

渡部　雅子
一歩一歩、着実に進ん
でいけるように頑張り
ます。よろしくお願い
いたします。

内海　友理
日々感謝の気持ちを忘
れず、毎日精一杯頑張
ります。

吉田　瞳
患者さんの助けに少し
でもなれるよう頑張り
ます。

新任医師紹介

副院長　　　　　　　　　　中岡　光生
消化器内科　　　副部長　　藤澤　智雄
膠原病・腎臓内科　医師　　松村　武史
呼吸器内科　　　　医師　　福嶋　健人
循環器内科　　　　医師　　向　菜津子
第二外科　　　　　医師　　藤井　雄介
形成外科　　　　　医師　　福井季代子
集中治療科　　　　医師　　飯塚　悠祐
第一外科　　　　　医師　　高橋　佳史

Ｈ24年度３月31日付退職者Ｈ24年度３月31日付退職者

あいさ
張りますの
よろしくお
す。

廣岡　由美
少しでも早く患者様の
お力になれるよう、精
一杯努力してゆきま
す。

安部　翔子
謙虚に前向きに笑顔で
頑張ります。



松江赤十字病院　地域医療連携課
〒690-8506 松江市母衣町200番地
ＴＥＬ 0852-32-7813　ＦＡＸ 0852-27-9261

よろしく
お願いします

●食後の血糖値に着目してみると…
●より効果的な食事療法を考える　その①
　　～食べ方による違いはあるの？～
●たのしく学ぶ糖尿病クイズ ～検査編～
●体験談「教室へ参加することを励みにして」
●食事会「野菜を食べよう！～食物せんい　たっぷりメニュー～」

糖尿病・内分泌内科　部長　佐 藤 利 昭

管理栄養士（糖尿病療養指導士）　引 野 義 之
臨床検査技師

すこやか会会員　須 山 幸 枝

外来糖尿病教室

「良好な血糖コントロールを目指して」
10：00～13：30　本館6階講堂5/29

水

●よくわかる糖尿病腎症のお話
●より効果的な食事療法を考える　その②
　　～たんぱく質の適量は？～
●たのしく学ぶ糖尿病クイズ ～運動編～
●体験談「出来そうな事を　無理せずに」
●「たんぱく質に注目！～表３を1単位におさえたメニュー～」

糖尿病・内分泌内科　永 澤 篤 司
　

管理栄養士（糖尿病療養指導士）　安原みずほ
理学療法士（糖尿病療養指導士）　渡 邊 　 剛

すこやか会会員　家 島 満 重

「糖尿病から腎臓を守るために」
10：00～13：30　本館6階講堂7/24

水

研
修
会
等
の
ご
案
内

健康医学講座

泌尿器科　部長　小 海 　 力「女性泌尿器疾患について」
6/3 １4：00～15：30　本館6階講堂

月

神経内科　部長　福 田 弘 毅「頭痛とうまくつきあう」
7/11 １4：00～15：30　本館6階会議室1・2

木

第２回松江赤十字病院地域連携
サイエンス漢方処方研修会

静仁会静内病院　院長　井 齋 偉 矢　先生【特別講演】「がんと漢方」
6/14 １8：00～20：00　本館6階講堂

金

上段左より齊藤、来海
中段左より田中〔新〕、清水、大石、岸田
下段左より林、脇田、河瀬

れんけいだより　第17号れんけいだより　第17号（4）（4）

だ
よ
りれんけい
だ
よ
りれんけい


