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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

糖尿病・内分泌内科部長

垣 羽　寿 昭

糖尿病療養指導士の資格を有する医療スタッフが二十
数名在籍しております。加えて、昨年度は当院での糖
尿病看護認定看護師第 1 号が誕生いたしました。彼
ら熱意あるスタッフの協力も得ながら、皆様に信頼さ
れる糖尿病診療を今後も展開して参りたいと存じます。
　地域の先生方からは日頃より貴重な症例をご紹介頂
き、当科はこれまで松江圏域での糖尿病医療のセン
ター的役割を担ってきました。さらに、当科には島根
糖尿病協会、島根県糖尿病療養指導士認定機構の事務
局も置かれており、松江のみならず島根県における友
の会活動、コメディカル教育のセンター的役割も担っ
ておりますので、こうした院外活動も含め、松江赤十
字病院としてのブランドを守っていかねばと考えてお
ります。
　病院経営上、「新規入院の獲得」が至上命題として
挙げられていますが、先生方からの紹介なくして、こ
れを達成することは叶いません。これまで以上に、糖
尿病および内分泌疾患の患者様をご紹介頂けますと幸
いですし、そのご期待に添えるよう尽力して参りたい
と存じます。今後とも相変わりませずご指導ご鞭撻を
賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

　平素より大変お世話になっております。佐藤利昭先
生の後任として、本年４月から糖尿病・内分泌内科部
長を拝命いたしました垣羽寿昭と申します。平成７年
に島根医科大学を卒業し、平成16年に松江赤十字病
院に赴任、これまで、糖尿病・内分泌内科医師、同科
副部長、そして病院付部長兼医療安全推進室長として
勤務して参りましたが、佐藤先生の定年退職により、
その職務を引き継ぐこととなりました。また、それに
伴い、松江地域糖尿病対策会議においても介護領域糖
尿病対応力向上委員長に加え、診療部門長も担当する
こととなりました。皆様方には、対策会議の活動にも
ご理解ご協力を頂いておりますこと、この場をお借り
して改めてお礼申し上げます。
　現在、当科は私の他、山本公美先生、山本悦孝先生、
入江慎太郎先生の計４名の常勤医師で、糖尿病および
内分泌疾患の診療を行っております。当科における外
来・入院患者の診療のみならず、特に糖尿病に関して
は他科の血糖管理（急性期疾患や周術期）も担当し、
治療成績の向上に助力しております。
　医師数が５名から４名へと減った一方で、診療の質
は維持していかねばならず、その責任を痛感しており
ますが、幸い当院には日本糖尿病療養指導士や島根県

●令和３年３月31日付

副院長　　　　　　　　　　北　角　泰　人
 糖尿病・内分泌内科部長　　佐　藤　利　昭
第二心臓血管外科部長　　　齋　藤　雄　平
消化器内科副部長　　　　　齋　藤　　　宰
呼吸器内科副部長　　　　　石　川　総一郎
泌尿器科副部長　　　　　　川　本　文　弥
精神神経科医師　　　　　　木　山　典　子
第一循環器内科医師　　　　古　原　　　聡
第三外科医師　　　　　　　岸　本　彩　奈
整形外科医師　　　　　　　牛　尾　公　典
呼吸器外科医師　　　　　　宮　本　竜　弥
第二心臓血管外科医師　　　池　田　陽　祐
歯科口腔外科医師　　　　　新　宮　崇　之
救急部嘱託医師　　　　　　添　田　　　健
第一外科嘱託医師　　　　　田　窪　健　二
第一心臓血管外科嘱託医師　石　黒　眞　吾
第二外科医師（益田赤十字病院へ）　井　上　圭　亮

●令和３年４月30日付

第一麻酔科　　　　　　　　内　村　えりか

　４月より医療社会事業課長となりました、医療ソーシャルワーカー（ＭＳＷ）の奥　公明と申

します。当院には、開業医の先生方からのご紹介等、前方連携を主に担当する地域医療連携課と、

ＭＳＷや保健師が退院支援等の後方連携を担当する医療社会事業課があります。医療社会事業課

では他にも、医療福祉相談、がん相談支援、各種健康講座・教室など多岐にわたる事業を行って

おります。コロナ禍の中「連携」は更に重要な意味を持つと考え、WEB カンファレンス等も進

めております。

　かかりつけや転院先の先生方、ケアマネジャーなど関係機関のみなさんと、対話を通じ一層充

実した連携をはかり、患者・ご家族をはじめ地域の皆さんのお力になれるよう、スタッフ一同努

力してまいります。お問い合わせやご意見など、どうぞお寄せください。また、皆様のもとにお

伺いさせていただくこともあろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。

医療社会事業課長

奥　 　公 明

医療社会事業課長のご挨拶
～コロナ禍も頑張っています～

　　　糖尿病・内分泌内科部長のご挨拶

新任

新任
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ご紹介ありがとうございました。
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お世話になりました



研 修 医 紹 介

このたび小児科に赴任いたしました原野
真一と申します。令和 2 年度より小児科
専攻医として働かせていただいておりま
す。松江の小児医療のため精進致す所存
ですのでご指導ご鞭撻を賜りますようお
願い申し上げます。

原野 真一
はらの しんいち

第一小児科医師

R3.2.1

地域の医療に少しでも貢献できるように
がんばりますのでよろしくお願いします。

戎谷 悠里
えびすたに ゆり

消化器内科医師

R3.4.1

鳥取赤十字病院から赴任してまいりまし
た大村那津美と申します。生まれ育った
松江で働けることを幸せに思っています。
至らぬ点もあるかと思いますが、お気軽
にご紹介ください。ご指導よろしくお願
い申し上げます。

大村 那津美
おおむら なつみ

呼吸器内科医師

R3.4.1

循環器内科の平野文康と申します。鳥取
大学で１年勉強をし、この度日赤に赴任
となりました。当院には研修医のときに
１年間在籍しており、戻ってこれたこと
をうれしく思っております。どうぞよろ
しくお願いします。

平野 文康
ひらの ふみやす

第一循環器内科医師

R3.4.1

卒後 10 年目の消化器外科医です。大学
では主に上部消化管を担当しておりまし
た。まだ若輩者ですが、患者さまに安心
していただける医療を提供できるよう
日々精進して参ります。

梶　 俊介
かじ しゅんすけ

第一外科医師

R3.4.1

外科、小児外科を専攻しております。諸
先輩方にご指導いただきながら、地域の
皆様のお役に立てるよう精進して参りま
す。よろしくお願いいたします。

船橋 功匡
ふなばし なりまさ

第二外科医師

R3.4.1

本年 4 月より赴任した川上晃樹と申しま
す。専門は消化器外科で手術はもちろん、
救急対応や化学療法のことなど幅広く従
事させていただいております。笑顔を絶
やさず、患者さんに寄り添った診療を心
がけています。

川上 晃樹
かわかみ こうき

第一外科医師

R3.4.1

消化器外科医を目指す現在専攻医になり
ます。下部消化管に特に興味を持ってい
ます。女性では数少ない技術認定医をと
ることが目標です。セミナー等積極的に
参加できればと思います。家庭も仕事も
両立させたいです。

松原 加歩
まつばら かほ

第二外科医師

R3.4.1

呼吸器外科の大野貴志と申します。呼吸
器外科専門医を取得しました。質の高い
医療を提供できるように努めています。
地域の医療に貢献できるような診療を心
がけております。よろしくお願い申し上
げます。

大野 貴志
おおの たかし

呼吸器外科医師

R3.4.1

４月から心臓血管外科に赴任しました大
月優貴と申します。経カテーテル的大動
脈弁置換術やステントグラフトなど、低
侵襲な治療も積極的に行っていきたいと
思っておりますので、よろしくお願いい
たします。

大月 優貴
おおつき ゆうき

心臓血管外科医師

R3.4.1

令和 3 年 4 月に松江赤十字病院に着任し
ました山元惇史と申します。専門は泌尿
器科一般で現在専門医取得に向け日々精
進させていただいております。少しでも
松江市の地域のために貢献したいと思っ
ております。よろしくお願いします。

山元 惇史
やまもと あつし

泌尿器科医師

R3.4.1

鳥取大学医学部付属病院より参りました。
卒後臨床研修を終えたばかりの未熟者で
すが、精一杯精進していきます。ご指導
ご鞭撻の程よろしくお願いします。

井田 すみれ
いだ すみれ

歯科口腔外科医師

R3.4.1

渡邊　 悠
はるかわたなべ

神奈川県出身の渡邊悠です。大学
でお世話になった島根で医師とし
ての第一歩を踏み出し、まずは身
が引き締まる想いです。松江はま
だ短いですが、水辺が多くて良い
街だと思います。よろしくお願い
します。

佐々木 優衣
ゆいささき

初期研修医１年目の佐々木優衣で
す。出雲市出身です。大学では硬
式テニス部に所属していました。
今後は医師としての責任感を持
ち、多くの事を学び成長していけ
るように努力していきます。よろ
しくお願い致します。

岡田 章太郎
しょうたろうおかだ

初めまして、岡田章太郎と申しま
す。出身は雲南市です。松江に住
むことは初ですがこの地で３次救
急や地域医療を学びたいと思いま
す。自信のある体力を活かして頑
張りたいと思います。

辻　 高寛
たかひろつじ

鳥取大学卒、研修医１年目の辻高
寛と申します。兵庫県丹波市とい
う田舎が出身です。大学では将棋
部と地域医療研究部に所属してい
ました。不断の努力で頑張ります
ので、御指導、御鞭撻の程、よろ
しくお願い致します。

和田 悠花
ゆうかわだ

研修医１年目の和田悠花です。島
根県大田市出身です。大学では剣
道部のマネージャーと吹奏楽団を
していました。至らない点も多く、
ご迷惑をかけることもあると思い
ますが、何卒よろしくお願い致し
ます。

田中 　元
げんたなか

研修医１年目の田中元です。出身
は徳島県です。大学では硬式テニ
スをしていました。まだまだ分か
らないことばかりでご迷惑をおか
けしますが、ご教授よろしくお願
いします。一生懸命がんばります。

倉田 康平
こうへいくらた

４月から当院初期研修医となりまし
た倉田康平と申します。医師とし
ての責任を自覚し、一社会人とし
て自立できるよう精一杯努力する
所存です。至らぬ所も多いですが、
ご指導ご鞭撻の程何卒宜しくお願
い申し上げます。

細田 早郁
さあやほそだ

研修医１年目の細田と申します。
中学から大学まで陸上部で主に中
長距離を走っていました。至らぬ
点もあるかと思いますが、陸上で
培った忍耐強さで一生懸命頑張り
たいと思います。どうぞよろしく
お願いいたします。

新任 １年目
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２月～４月に新しく採用になった医師を紹介します。


