
　当院は地域医療構想・地域包括ケアシステムの中で高度
急性期病院であり続けることが求められており、感染パン
デミックや災害医療においても拠点病院として果たすべき
役割は大変大きいものがあります。新型コロナウイルス感
染への対応として、入院患者の受け入れやワクチン集団接
種への職員派遣等の役割を担っています。最近は小児、児
童の感染増加により濃厚接触者になるなどして出勤できな
い職員が増加しており、手術制限や外来・入院診療の制限
が危惧されます。重症患者は少ないとはいえ、今後もその
影響拡大が懸念されますが、そうした中でも病院事業を継
続していかなくてはなりません。何かと制限が多い状況で
すが、患者さんの意思・意向を尊重した医療を提供するた
めには、ACP の普及・啓発がますます重要になってくる
と考えられます。
　平成 20 年に当院に赴任してまず感じたのが、住民の方々
や医療関係者の方々の「日赤」に対する信頼の大きさでし
た。一方で厳しいご意見をいただくこともありますが、診
療科間、職種間の垣根が低く、何かの時にはまとまって迅
速に対応できるというのが当院の誇りだと思っておりま
す。「地域でともに支えあい、いきいき暮らせるまちづくり」
のために地域包括ケアシステムの構築に向けて、松江赤十
字病院の一員として貢献していきたいと考えています。

副院長

真鍋　敦

　令和４年４月１日に松江赤十字
病院の副院長を拝命いたしました。
医療安全推進室、病床管理室、患
者相談サポート室、業務の質評価
（病院機能評価）を主に担当いたし
ます。就任にあたりご挨拶申し上
げます。
　私は平成 20 年４月に松江赤十字
病院に赴任し 14 年間産婦人科医師

として勤務してまいりました。当院は地域周産期母子医療
センターに指定されており、私もその一員として島根県、
特に松江圏域の産科診療施設と連携し、その責任を果たす
ことを第一に努めて参りました。
　また、医療倫理検討部会を担当し、臨床倫理コンサルテー
ションや臨床倫理に関する院内研修に関わっています。そ
れに関連して、令和元年の「まつえアドバンス・ケア・プ
ランニング普及・啓発推進協議会」の立ち上げに関わり、
以後松江市内の医療・介護の専門職と関係団体が集まって
活動しています。産婦人科、周産期領域以外の地域連携と
しては、このアドバンス・ケア・プランニング （ACP） に
かかわる取り組みが主なものとなっています。

●令和４年３月31日付

副院長　　　　　　　　漆　谷　義　德
泌尿器科部長　　　　　小　海　　　力
膠原病・腎臓内科副部長　　中　西　宣　太
第一外科副部長　　　　大　江　崇　史
整形外科副部長　　　　片　山　　　幹
歯科口腔外科副部長　　吉　田　　　優
血液内科医師　　　　　喜　澤　佑　介

第二小児科医師　　　羽根田　泰　宏
第二外科医師　　　　谷　浦　隆　仁
第二外科医師　　　　船　橋　功　匡
脳神経外科医師　　　田　口　　　慧
呼吸器外科医師　　　大　野　貴　志
心臓血管外科医師　　堀　江　弘　夢
心臓血管外科医師　　角　　　尚　紀
泌尿器科医師　　　　山　元　惇　史

●令和４年４月１日付

耳鼻咽喉・頭頸部外科医師　　中　島　祥　晴
救急総合診療科医師　　田　中　健一朗

集中治療科部長　　　　岸　本　朋　宗
第一麻酔科医師　　　　稲　場　　　聡
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松井 亮仁
まつい あきひと

初めまして、松井亮仁と申します。研修医として、新社
会人として謙虚な心を忘れずに努力していきます。至ら
ない点もありますが、何卒よろしくお願いします。

和田 杜甫
わだ とほ

島根大学卒、研修医１年目の和田杜甫と申します。島根
県大田市出身です。大学では軟式テニス部に所属してお
りました。まだまだ分からない事ばかりでご迷惑をおか
けするかもしれませんが、何卒よろしくお願い致します。

松岡 秀一
まつおか しゅういち

研修医１年目の松岡秀一と申します。鳥取西高校出身で
す。将来、山陰の医療に貢献したいと考えております。
若輩者でございますが日々精進して参りますので、何卒
よろしくお願いいたします。

貝谷 　光
かいたに ひかる

鳥取大学から来ました、研修医１年目になります貝谷光と
申します。大学では卓球部に所属していました。松江赤十
字病院では、各診療科での研修を通して地域の方々に貢献
したいと思っています。よろしくお願いいたします。

田中 七海
たなか ななみ

４月から研修医として勤務させていただいております、
田中七海と申します。謙虚な姿勢を忘れずに、日々の業
務に全力で取り組みたいと考えています。何卒よろしく
お願いいたします。

山﨑 雅也
やまさき まさや

この度、松江市赤十字病院で研修をさせていただくこと
になりました山﨑雅也と申します。まだまだ未熟なひ
よっこ医師ですが、精一杯学んでいきたいと思いますの
で、よろしくお願いします。

坂上 祐樹
さかうえ ゆうき

研修医の坂上祐樹と申します。松江赤十字病院にて２年
間研修させていただきます。精一杯勉強したいと思いま
すので、どうぞよろしくお願いいたします。

湯原 瑞希
ゆはら みずき

研修医１年目の湯原瑞希です。地元である松江市で働け
ることを嬉しく思っています。一日でも早く地域の医療
に貢献できるよう、日々精進して参ります。ご指導のほ
どよろしくお願い致します。

野原 千佳子
のばら ちかこ

研修医１年目の野原千佳子です。鳥取大学出身です。積
極的に行動し、たくさんのことを吸収していきたいと思
います。よろしくお願いします。

河田 麻里衣
かわだ まりえ

研修医１年目の河田麻里衣です。島根大学出身です。生
まれ育った松江市および島根県の医療に少しでも貢献で
きるよう、一生懸命頑張ります。よろしくお願い致します。

山新 啓祐
やましん けいすけ

松江赤十字病院にて研修させていただく、山新啓祐と申
します。私の松江での研修期間は１年と短いです。だか
らこそ、充実した学びができるよう積極的な姿勢で臨む
所存です。皆様よろしくお願い申し上げます。

引野 愛莉香
ひきの えりか

鳥取大学卒で研修医の引野愛莉香と申します。松江出身
なので、地元で働くことができて嬉しく思っております。
松江・山陰の医療に貢献できるよう精進してまいります
ので、よろしくお願いいたします。

お世話に
なりました
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ご紹介ありがとうございました。
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北惠 詩穂里
きたえ しほり

リハビリテーション科部長

平素より大変お世話になっております。急性期医療を
支える安心安全なリハビリテーション医療を提供し、
患者様が住み慣れた地元を離れることなく最新かつ最
良の治療を受けられるよう、努めてまいります。

原 健太朗
はら けんたろう

血液内科医師

鳥取大学医学部附属病院から赴任いたしました原健太
朗と申します。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。

伊東 麻由菜
いとう まゆな

糖尿病・内分泌内科医師

初めまして、今年度より糖尿病・内分泌内科に赴任し
ました伊東麻由菜と申します。患者様に寄り添い、最
善の診療が出来るよう努力いたします。どうぞ宜しく
お願い申し上げます。

大庭 雅史
おおば まさふみ

腎臓内科医師

４月より腎臓内科に赴任しました大庭雅史と申します。
腎臓疾患・透析を専攻しております。若輩者ですが少
しでも地域の医療に貢献できるよう精進いたしますの
で、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

亀井 史佳
かめい ふみか

腎臓内科医師

腎臓内科は一人の患者様と長くお付き合いすることも
多く、ひとりひとりの病状や生活に合わせた医療の提
供を行えるよう尽力したいと思います。ご指導ご鞭撻
のほど、どうぞ宜しくお願い致します。

安藤 選人
あんどう えりと

消化器内科医師

松江赤十字病院で働かせていただくことになりました。
消化器内科として日々精進して動いていこうと考えて
おります。皆様には色々とお世話になりますが、よろ
しくお願い致します。

秦 　雄介
はた ゆうすけ

総合診療科医師

総合診療科として幅広く診療に従事して参りたいと思
います。専門科が絞れない患者さんや、ちょっとした
事でも紹介して下さい。宜しくお願いします。

中村 実来
なかむら みく

第二小児科医師

今年度から松江赤十字病院小児科に配属となりました
中村と申します。松江出身で島根大学を卒業し、小児
科医としては２年目になります。地域に貢献できるよ
う尽力しますので何卒よろしくお願いいたします。

内田 有紀
うちだ ゆうき

第一外科医師

島根大学の医局から消化器外科医として、東は松江から
西は六日市まで、県内のさまざまな病院で勉強させてい
ただきました。手術で先生方のお役に立てるよう精進し
ます。ご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

田中 　航
たなか わたる

第二外科医師

長らく救急医として病院前医療などに従事しておりま
したが、一昨年度より島根県に赴任し外科診療に集中
する事となりました。外科症例だけではなくお困りの
症例がありましたらお気軽に御相談下さい。

内藤 聖記
ないとう まさき

第二外科医師

至らない点も多々あるかと存じますが、何卒よろしく
お願い致します。

渡辺 洋平
わたなべ ようへい

整形外科医師

整形外科の渡辺です。専門は外傷です。微力ながら地
域医療に貢献させていただきます。よろしくお願いし
ます。

土江 遼平
つちえ りょうへい

脳神経外科医師

この度、脳神経外科に着任しました土江遼平と申しま
す。地域の皆様のお役に立てるよう精進して参ります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

中西 敦之
なかにし あつゆき

呼吸器外科医師

専門は呼吸器外科分野です。当科で処置が必要な場合
は遠慮なくご紹介下さい。

倉敷 朋弘
くらしき ともひろ

心臓血管外科医師

本年４月より松江赤十字病院に赴任しました倉敷朋弘
と申します。卒後12年目で専門領域は心臓血管外科で
す。島根県の医療に貢献できるよう尽力してまいりま
すので何卒宜しくお願い申し上げます。

樋口 達也
ひぐち たつや

心臓血管外科医師

外科専門研修の専攻医として松江赤十字病院の心臓血管
外科に所属しております。前任の病院では消化器等も含
め一般外科として幅広く診療しておりました。まだ至ら
ない所もありますが、何卒よろしくお願い致します。

大谷 　麻
おおたに あさ

乳腺外科医師

後期研修２年目として１年ぶりに帰ってきました大谷
と申します。乳腺外科を目指して研修に励みます。至
らぬ点も多々あろうかとは思いますが、御指導御鞭撻
のほど宜しくお願い致します。

弓岡 徹也
ゆみおか てつや

泌尿器科医師

このたび松江赤十字病院泌尿器科に赴任した弓岡徹也
です。泌尿器癌を専門にしてきましたがその他泌尿器
のことでお困りの際はぜひご紹介ください。

小山 優里
こやま ゆうり

泌尿器科医師

この度泌尿器科で勤務致します小山優里と申します。
泌尿器科医３年目になります。未熟でご迷惑おかけす
ることもあるかと思いますが精一杯頑張りますのでお
願い致します。

小谷 美香
こだに みか

放射線診断科医師

放射線科に赴任して参りました。画像診断やシャント
ＰＴＡ、ＣＶポート等のＩＶＲを専門としています。何
かお役に立てることがあれば幸いです。島根県東部の
医療のために励んでいければと思います。

渡辺 康江
わたなべ やすえ

第一麻酔科医師

手術室での治療が快適であるように麻酔科医の役割を
果たしていきたいです。どうぞよろしくお願いします。

足立 一真
あだち かずまさ

第一麻酔科医師

お世話になります。初期研修を松江赤十字病院で行い、
５年ぶりに松江でまた働かせていただくことになりま
した。安全で苦痛の少ない周術期、急性期医療に携わ
れるよう努力します。よろしくお願いいたします。

原田 祐貴
はらだ ゆうき

歯科口腔外科医師

大学、関連病院等で口腔外科治療に関して勉強させて
いただきました。精一杯励んでより良い治療を追求し
ていきたいと思っております。何卒よろしくお願い致
します。

松本 慶太
まつもと けいた

集中治療科医師

臨床麻酔を軸にした質の高い集中治療の提供に努めて
まいります。

秦 　昌子
はた まさこ

救急部医師

家族の転勤で松江に参りました。主に成人の内困性疾
患の救急対応に従事しておりました。微力ながら松江
の救急医療の力になれるよう精進して参ります。よろ
しくお願いいたします。

柴原 早都
しばはら さと

耳鼻咽喉・頭頸部外科医師

2022年４月より耳鼻咽喉・頭頸部外科に着任いたし
ました。まだまだ勉強中の身ではありますが少しでも
島根県の地域医療に貢献していけたらと思います。よ
ろしくお願い致します。

真　鍋　　 敦
ま なべ あつし

副 院 長

花　田 　　健
はな だ けん

腎臓内科部長
昇任
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