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病院長　力武 一久 副院長　佐々木 英祐

着任のご挨拶

　令和３年４月１日より嬉野医療センター院長を拝命いたしました力武一久でございま

す。私は、平成16年（2004年）に心臓外科医長として赴任して以来、ずっとこの病院で

お世話になっております。当初は、昼夜を問わず心臓血管手術に明け暮れる毎日でしたが、

少しずつ地域の方にも認知して頂くようになり、この16年間で4500件以上もの心臓血管手術を手掛ける事が

できました。この間に培われた地域医療機関の方々や住民の皆様との良好な関係性を築くことができたのが、

私の貴重な財産となりました。平成25年に統括診療部長となり、病院経営にも少しずつ参画するようになり

ました。令和元年に副院長を拝命し、河部庸次郎前院長のご指導を受けながら、特に安全管理・病院経営など

を中心に勉強させていただきました。院長としての責任の重大さは十分理解しており、身の引き締まる思いで

す。もう一つ、附属看護学校長としての責任です。前途洋々の学生さんを全国に羽ばたける看護師に育て上げ

られるよう教育にも力を注ぎたいと思います。

　そういう思いで緊張感がピークだった４月、タイミングを見計らったように新型コロナ感染症の第４波が押

し寄せてきました。南部医療圏で唯一の受け入れ病院でもあり、日ごとに感染者は増える一方で、ピーク時は

２０名以上の入院患者がおられました。新生児から認知症患者と目が離せない患者も多く、スタッフの献身的

な仕事ぶりには、感謝以外にありません。

　また、一病棟をコロナ専用病棟としたために、その他の一般病棟も一時逼迫しましたが、地域救命センター

を有する当院としては、救急医療を制限することもできず、病院運営も苦しい時期が続きました。都心部の緊

急事態宣言の効果か、農繁期の時期に入ったためか、コロナ患者数も減少傾向となり始め、ようやく落ち着い

てきたというのが、現在の実感です。

　今後の課題ですが、コロナ収束後の医療、すなわちアフターコロナの時代をどう病院運用していくかだと考

えています。世の中の少子・高齢化の波は、とどまる兆候はなく、2025年問題もしかりですが、更に団塊ジュ

ニア世代が75歳以上となる2040年には、働く世代が多くの高齢者を支える時代がやってきます。地域医療構

想に則した、当院の役割を十分に見据えながら、地域完結型の医療に貢献していきたいと考えております。

　ご存知と思いますが、当嬉野医療センターは令和元年６月に新病院へ移転しました。来年秋に開業予定の西

九州新幹線の嬉野温泉駅前という立地条件も恵まれています。最新医療機器を備え、ワンフロア―で外来を完

結できるように設計されています。また、検査や診察・会計がスムーズに行えるよう、患者案内機を個人に配

布するなど工夫を懲らしています。最近は、接触を避ける目的もあり、スマートフォンのLINEでも患者案内

が可能ですのでご利用頂ければ幸いです。とは言え、ハード面が新しくなっても、診療面が充実しなければ意

味がありません。新病院になって良くなったと言われるように皆で努力していきたいと思います。

　コロナ禍で新しい生活様式を求められる中、病院でも面会制限・禁止が当たり前の時代となる一方、患者さ

んやご家族の中には不安あるいは不信感まで抱かれる事もあります。我々は、身体的苦痛を取り除くだけでな

く、ちょっとした声掛けや気遣いから、信頼関係を構築して、精神的な苦痛をも取り除く努力をしていきたい

と考えています。このような気持ちから、基本理念を「命と心をつなぐ医療」と一新し、職員一同努力してい

く所存ですので、ご理解とご協力の程宜しくお願い申し上げます。
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病院長　力武 一久 副院長　佐々木 英祐

着任のご挨拶

　令和３年４月 副院長を拝命いたしました佐々木です。８年前、臨床研究部長として長

崎医療センターより赴任し、２年前から、統括診療部長を努めて参りました。呼吸器内科

として外来、入院での診療を行いながら、副院長としての職務を果たしていく所存です。

　副院長の仕事としては、院長の目指す ｢命と心をつなぐ医療｣ という理念のもと、医療安全と院内感染対策

を中心に、患者さんに安心して治療を受けて頂き、職員がベストの医療を提供出来る基盤を作ることだと考え

ています。

　医療安全は、医療現場では大事な柱の一つです。患者さんに対する安全、職員に対する安全、プライバシー

の保護など様々な出来事が対象になります。医療安全管理係長を中心に、各部門から集まったスタッフととも

に、様々な事例を分析し、現場にフィードバックしています。この積み重ねが病気で入院された患者さんが、

安心して治療を受けられ、退院して頂くことにつながっていくと思います。また、院内感染対策も同様に、感

染管理認定看護師を中心として、各部署から選ばれたリンクスタッフとともに、耐性菌の発生状況の把握、耐

性菌が出来にくい抗菌薬治療、耐性菌が広がらないための手指衛生・標準予防策の遵守など、日々取り組んで

います。

　昨今、国が働き方改革を推進しており、残業を少なくし、時間内に仕事を終わらせなければならなくなって

きました。ただ、医療に関しては、時間通りに仕事が終わらないのも事実です。その中で、患者さんに不利益

にならないよう、医療の質を向上しつつ、各部署がチームとして仕事の効率を上げ、仕事が早く終わるように

進めていかなくてはなりません。

　２年前に現在の新病院に移転し、徐々に軌道に乗せなければと職員一丸となって頑張っていました。ところ

が、令和元年12月中国武漢から広がったコロナウイルスが、全世界をパンデミックの恐怖に陥れ、当院も昨

年５月外来閉鎖を余儀なくされました。現在、COVID-19感染は日本でも第１波、第２波、第３波、第４波と

続いて、東京を中心に緊急事態宣言が発令し、飲食業、観光業などが大打撃を受けている状態です。当院もコ

ロナ感染患者を多数受け入れ、医師・看護師・コメディカル・看護助手・事務職員等の皆で協力し、治療にあたっ

てきました。ようやく、ワクチン接種も開始になり、高齢者の方から順次接種が進んでいます。今後、若い方

にも接種が進み感染が落ち着いたあかつきには、以前のようにマスクをはずし、食事会、飲み会、旅行など自

由な世の中に戻ることを願っています。

病院も新たな歴史を作り始めたばかりです、全職員と共に、より良い医療を提供出来るよう頑張っていきたい

と思っています。
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新任のごあいさつ新任のごあいさつ

山本 さつき
総合診療科医師
出身大学　佐賀大学
平成 29 年卒

　専門分野　　内科一般
　地域の皆様の生活をサポートできるよう取り組んで
参ります。どうぞよろしくお願いいたします。

嶋倉 茜
消化器内科医師
出身大学　長崎大学
平成 27 年卒

　専門分野　　消化器内科
　認　定　医　　日本内科学会認定内科医
　地域の皆様のお役に立てるよう尽力いたします。よ
ろしくお願いいたします。

原 優実
消化器内科レジデント
出身大学　宮崎大学
平成 31 年卒

　専門分野　　消化器内科
　地域のみなさま一人一人に寄り添った医療を提供で
きるよう頑張ります。よろしくお願いします。

統括診療部長　村田 雅和

明島 淳也
糖尿病・内分泌内科医師
出身大学 帝京大学
平成 24 年卒

　専門分野　　糖尿病・内分泌内科
　専　門　医　　日本糖尿病学会専門医
　認　定　医　　日本内科学会認定内科医
　患者さん一人一人に寄り添った治療をしていけるよ
うがんばりますので、よろしくお願いします。

　2021 年４月より統括診療部長を拝命しました村田雅和です。
　私は 2017 年に日赤長崎原爆病院より嬉野医療センターへ整形外科医として赴任いたしまし
た。嬉野医療センターは今回で２度目の赴任です。また 3年前から患者サポートセンター長の
任を頂戴しているところです。
　昨年からのコロナ禍の影響により、１年遅れの開催となったオリンピックですが、本来なら

全国的にも盛り上がる時期にもかかわらず、いまだ自粛の状態が続いており、非常に寂しい夜の時間を過ごしてお
ります。
　サポートセンター長としまして、患者様及びご家族におかれましては面会禁止など数々の制約を強いております
ことをたいへん心苦しく思います。また近隣の諸先生には直接訪問しご挨拶する機会が減り、また当院主催の勉強
会等も開催できず、大変残念な状況が続いておりますが、ワクチン接種が広く行き届き、以前のように会合を開催
しお会いできることを祈念しております。
　当病院は新築移転し２年が経過しましたが、広いエントランス、外来スペースを有し、病棟も広々としており、
非常にきれいな環境で医療業務を行っております。目の前の嬉野温泉駅もほぼ完成し、新幹線の開通を１年後に控
え、周辺の開発も徐々に進んでおり、道の駅やホテルの開業が待たれる状況です。
　医局も 4月より各診療科で新メンバーが入れ替わっておりますが、研修医含め 100 人近くの医師が勤務してい
る現状であり、十分なマンパワーを発揮し 24 時間体制で救急医療、一般診療を担っております。各診療科スペシャ
リストが揃っており、あらゆる疾患に対応でき、診療科間で協力し合いながら治療できる、患者さんにとっても安
心して受診していただける環境です。
　統括診療部長としましては、当院が佐賀県南西部の地域中核病院であることを認識し、患者様および近隣の諸先生
方から信頼されるべく、当院の特徴でもある診療科の垣根の低い横のつながりを一層強めるように尽力いたします。
　今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
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新任のごあいさつ新任のごあいさつ 野中 康徳
腎臓内科医長
出身大学　佐賀大学
平成 22 年卒

　専門分野　　腎臓
　専　門　医　　日本腎臓学会専門医、

日本透析医学会専門医・指導医、
臨床研修指導医

　認　定　医　　日本内科学会認定内科医
　地域医療に貢献できるようがんばります。 駒木 倫比古

外科医師
出身大学　長崎大学
平成 29 年卒

　専門分野　　乳腺外科
　患者さんに寄り添った医療を提供できるよう努めて
参ります。

星野 有紀
神経内科医師
出身大学　佐賀大学
平成 28 年卒

　専門分野　　神経内科
　地域医療へ貢献できるよう尽力いたします。
よろしくお願いします。

内田 智久
リウマチ科医師
出身大学　長崎大学
平成 28 年卒

　専門分野　　リウマチ・膠原病
　患者さんにとってベストな治療が出来るよう頑張り
ます。

橋本 慎太郎
外科医師
出身大学　長崎大学
平成 26 年卒

　専門分野　　消化器・一般
　専　門　医　　外科学会専門医、

消化器外科学会専門医
　認　定　医　　消化器がん外科治療認定医
　消化器癌に対する手術・化学療法や外科救急疾患に対
して診療させて頂きます。丁寧な説明と治療に努めます。

橋本 康平
腎臓内科医師
出身大学　佐賀大学
平成 27 年卒

　専門分野　　腎疾患・透析
　認　定　医　　日本内科学会認定内科医
　地域の皆様のお役に立てるよう頑張りたいと思いま
す。どうぞよろしくお願いします。

榊原 優香
外科医師
出身大学　久留米大学
平成 24 年卒

　専門分野　　消化器・一般
　専　門　医　　外科専門医
　患者さん各々に寄り添った医療ができるように努め
て参ります。

大関 圭祐
外科医師
出身大学　長崎大学
平成 29 年卒

　専門分野　　呼吸器・一般
　地域の皆さんのお力になれるよう頑張ります。宜し
くお願い致します。

梅木 雅史
整形外科医師
出身大学　熊本大学
平成 21 年卒

　専門分野　　整形・一般
　専　門　医　　日本整形外科学会専門医
　地域医療に貢献できるよう一生懸命頑張りたいと思
います。よろしくお願いします。

5



河田 賢
泌尿器科医師
出身大学　長崎大学
平成 29 年卒

　専門分野　　泌尿器科一般
　嬉野の地域医療に貢献出来るよう尽力致します。
何でもご相談ください。

藤尾 加代子
産婦人科医師
出身大学　福岡大学
平成 22 年卒

　専門分野　　産婦人科医師一般
　皆様の大きな悩み、小さな疑問を解決できればと思
います。気になることは何でもお申しつけください。

小松 菜穂子
産婦人科医師
出身大学　長崎大学
平成 27 年卒

　専門分野　　産婦人科
　専　門　医　　日本産科婦人科学会専門医
　地域のみなさまのために尽力いたします。

川﨑 祥平
小児科医師
出身大学　佐賀大学
平成 23 年卒

　専門分野　　小児科一般・小児アレルギー
　専　門　医　　小児科専門医
　地域医療の一助となるよう努めます。

吉浦 真登
小児科医師
出身大学　佐賀大学
平成 29 年卒

　専門分野　　小児一般
　地域の子供たちの笑顔のために一生懸命頑張ります。

納所 哲也
小児科レジデント
出身大学　佐賀大学
平成 30 年卒

　専門分野　　小児一般
　精一杯頑張りますのでよろしくお願いいたします。

初瀬 健太
眼科医師
出身大学　佐賀大学
平成 27 年卒

　専門分野　　眼科一般
　患者さんのことを考えた医療を心がけていきます。
よろしくお願いします。

坂井 彩菜
眼科レジデント
出身大学　帝京大学
平成 31 年卒

　専門分野　　眼科一般
　患者さんに寄り添った医療が出来るよう頑張ります。
よろしくお願い致します。

野々上 湧人
整形外科医師
出身大学　佐賀大学
平成 29 年卒

　専門分野　　整形・一般
　患者様に寄り添い、地域医療に貢献できるように精
一杯頑張りたいと思います。

　専門分野　　麻酔一般
　不慣れですが、地域に貢献できるよう頑張りたいと
思います。どうぞよろしくお願いします。

八板 信介
麻酔・緩和医療科医師
出身大学　自治医科大学
平成 26 年卒
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小牧 萌絵
救命救急センター医師
出身大学　佐賀大学
平成 29 年卒

　専門分野　　救急全般
　地域のみなさまのお役に立てるよう尽力いたします。

松尾　祐里
救命救急センターレジデント
出身大学　佐賀大学
平成 31 年卒

　専門分野　　救急全般
　佐賀県南西部地区の地域の方々のお役に立てるよう
精一杯尽力します。

安田 淳
救命救急センター専攻医
出身大学　長崎大学
平成 30 年卒

　専門分野　　救急全般
　誠実に働き、研鑽を積みたいと思います。
よろしくお願いいたします。

　専門分野　　麻酔一般
　専　門　医　　麻酔科標榜医
　精一杯頑張りますのでよろしくお願いいたします。

宅野 結貴
麻酔・緩和医療科医師
出身大学　佐賀大学
平成 28 年卒

秋浦 覚視
歯科口腔外科レジデント
出身大学　九州大学
平成 28 年卒

　専門分野　　口腔外科
　手術や化学療法、周術期のお口の悩みや口の乾
き、痛み等のご相談も受け付けています。

中島 頼子
麻酔・緩和医療科医師
出身大学　佐賀大学
平成 29 年卒

　専門分野　　麻酔一般
　専　門　医　　麻酔科標榜医
　精一杯頑張りますのでよろしくお願いいたします。

田中 絵理子
皮膚科医師
出身大学　佐賀大学
平成 25 年卒

　専門分野　　皮膚科
　専　門　医　　日本皮膚科学会認定皮膚科専門医
　皆様のお役に立てるよう頑張ります。
よろしくお願いします。
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1 出身地　2 出身大学　3 ニックネーム　4 研修期間　5 趣味特技　6 一言挨拶

陣内　杏月（じんのうち　あずき）
1 徳島県　2 佐賀大学　3 あずきちゃん　4 ２年間
5 旅行
6たくさんご迷惑をお掛けする事と思います
が、医療センターで働けることを光栄に思
い、毎日元気一杯精進します。ご指導ご鞭
撻のほど宜しくお願い致します。

松尾 知佳（まつお ちか）
1 佐賀県唐津市　2 佐賀大学　3 まつお、ちか　4 ２年間
5 フットサル、ピアノ、料理
6 至らぬ点も多いですが ｢命と心をつなぐ
医療｣ の一員として精進してまいります。
よろしくお願いします。

手島　和音（てしま　かずね）
1 長崎県大村市　2 佐賀大学　3 てっしー　4 ２年間
5 スポーツ観戦、カラオケ
6 2年間で様々なことを吸収して力を付けていき
たいと思います。よろしくお願いします。
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1 出身地　2 出身大学　3 ニックネーム　4 研修期間　5 趣味特技　6 一言挨拶

旭　亮祐（あさひ　りょうすけ）
1 福岡県　2 佐賀大学　3 けみお、りゅうちぇる　4 ２年間
5 ドラム、ボードゲーム
6 はやく１人前になれるよう、精一杯頑張り
ますのでよろしくお願いします。

権藤　佳澄（ごんどう　かすみ）
1 佐賀県佐賀市　2 佐賀大学　3 権ちゃん　4 ２年間
5 テレビ、バレーボール
6 至らない点ばかりですが、２年間一生懸命
勉強させていただきます。よろしくお願い
します。

深村　光（ふかむら　ひかる）
1 佐賀県神崎郡　2 佐賀大学　3 ひかる　4 ２年間
5 スケッチ、食器集め
6１日１日を大切に、医師として頑張って
いきたいと思います。

山口　勝城（やまぐち　かつき）
1 福岡県　2 佐賀大学　3 かつきち　4 ２年間
5 映画鑑賞、スポーツ観戦
6 色々吸収して頑張りたいです。よろしく
お願いします。
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2021年度
部門紹介
2021年度
部門紹介

新人看護師も新たに23名加わりました！
新たな看護部をどうぞよろしく

お願いいたします。

看護部

薬剤部
桑原 貴美子（くわはら きみこ）
　好きなこと　 自然にふれること
　好きな食べ物　 うなぎ
　一言コメント　 早く慣れるように頑張ります。

渡邊 ありさ（わたなべ ありさ）
　資　格　 日病薬がん薬物療法認定薬剤師
　好きな食べ物　 チョコレート
　趣　味　 テニス
　一言コメント　 長崎医療センターから異動してきました。よろ
しくお願いします。

藤田 有紀子（ふじた ゆきこ）
　資　格　 日本臨床救急医学会救急認定薬剤師
　性　格　 マイペース
　趣　味　 料理、旅
　一言コメント　 NHOで働くのは初めてですがよろしくお願い
します。

田代 紘士 （たしろ こうじ）
　好きなこと　 野球
　好きな食べ物　 甘いもの
　一言コメント　 福岡から来ました。よろしくお願いします。

猿渡 千恵（さるわたり ちえ）
　性　格　 人見知り
　長　所　 嫌なこと、辛いことを引きずらな
いこと
　短　所　 片付けが苦手
　好きなこと　 動物とふれあうこと
　好きな食べ物　 貝類、野菜
　趣　味　 旅行
　特　技　 たくさん眠ること

　一言コメント　 看護部以外の職員の方ともコミュニケーションを
図りながら、より良い医療（看護）提供のため役割遂行できるよ
うにがんばります。

　副看護部長　　　

芦塚 睦美（あしつか むつみ）
　性　格　 明るい
　長　所　 人見知りをしない
　短　所　 無鉄砲
　好きなこと　 寝ること
　好きな食べ物　 桃
　趣　味　 なし
　特　技　 なし

　一言コメント　 通勤時間が４倍になり、毎朝忙しく過ごしていま
す。至らない事も多くご迷惑をおかけすると思いますが、よろし
くお願いいたします。

　看護師長　　　　

　一言コメント　 師長昇任で、佐賀病院より着任いたしました。色々
とご迷惑をおかけする事があると思いますが宜しくお願いします。

山下 達矢（やました たつや）
　性　格　 ポジティブ
　長　所　 おおらか
　短　所　 人見知り
　好きなこと　 寝ること
　好きな食べ物　 焼肉
　趣　味　 ゴルフ
　特　技　 ゴルフ

　看護師長　　　　

　一言コメント　 各診療科で研修させていただいております。
よろしくお願いいたします。

濱野 智恵子 （はまの ちえこ）
　性　格　 おっとり
　長　所　 患者さんとのコミュニケーション
　短　所　 緊張しい
　好きなこと　 食べる、スノボ、カフェ
　好きな食べ物　 魚、肉、ケーキ
　趣　味　 映画鑑賞、スポーツ観戦
　特　技　 書道

　診療看護師　　　

10



2021年度
部門紹介
2021年度
部門紹介

新人看護師も新たに23名加わりました！
新たな看護部をどうぞよろしく

お願いいたします。

放射線科 検査科
渋谷 充（しぶや みつる）
　性　格　 ずぼら
　長　所　 優しいとこ
　短　所　 優しすぎるとこ
　好きなこと　 屁理屈
　好きな食べ物　 とんかつ
　趣　味　 プログラミング
　特　技　 折り紙、カードマジック
　一言コメント　 人生楽に生きたければ、すなおが一番

座木 みゆき（ざぎ みゆき）
　性　格　 小心者
　長　所　 そこそこ真面目
　短　所　 人見知り
　好きなこと　 家でだらだら
　好きな食べ物　 パン・唐揚げ
　趣　味　 パン屋巡り
　特　技　 特になし
　一言コメント　 この度、長崎医療センターから配置換えで嬉野
に参りました。初入職は嬉野温泉病院で約 20年ぶりの嬉野で
す。もうあの頃の初々しさは皆無ですが初心を思い出して頑張
ります。よろしくお願いします。

堀 歓子（ほり かんこ）
　性　格　 負けず嫌い
　長　所　 面倒見が良い
　短　所　 心配性
　好きなこと　 美味しいものを食べること
　好きな食べ物　 いちご
　趣　味　 カフェ巡り
　特　技　 テニス
　一言コメント　 社会人 1年目、精一杯頑張ります！

城島 悠里（じょうじま ゆうり）
　性　格　 マイペース
　長　所　 粘り強い
　短　所　 ネガティブ
　好きなこと　 寝ること
　好きな食べ物　 バナナ
　趣　味　 ショッピング
　特　技　 ピアノ
　一言コメント　 嬉野の地域医療に貢献できるよう頑張ります。

野中 修一（のなか しゅういち）
　性　格　 比較的温厚
　長　所　 前向きな所　　　　短　所　 並列処理が苦手
　好きなこと　 特になし
　好きな食べ物　 甘いもの
　趣　味　 DIY
　特　技　 特になし
　一言コメント　 九州がんセンターより赴任して参りました。副
技師長として２施設目となりますが、少しでも嬉野医療セン
ターの役に立てる様頑張りたいと思います。現在のところ他部
門へなかなか顔を出す機会が少ないですが、皆さんと交流が出
来る様こちらも頑張りたいと思います。宜しくお願いします。

山川 彩（やまかわ あや）
　性　格　 のんびり
　長　所　 ゆったり　　　　短　所　 遅い
　好きなこと　 睡眠
　好きな食べ物　 いちご
　趣　味　 買い物
　特　技　 水泳
　一言コメント　 ４月より長崎医療センターから異動して参りま
した。嬉野医療センターには 10年程前にも一度勤務させてい
ただいたことがあり、旧病院は知っていましたが、新病院に初
めて入ってみた時はその立派さ、綺麗さに驚きました。私もま
た新たな気分で頑張りたいと思いますので宜しくお願い致し
ます。

中島 美沙（なかしま みさ）
　性　格　 シャイ
　長　所　 まじめ　　　　短　所　 忘れやすい
　好きなこと　 音楽鑑賞
　好きな食べ物　 カレー
　趣　味　 音楽鑑賞
　特　技　 読書
　一言コメント　 今年 4月より九州医療センターから異動してき
ました。初めての異動に伴い慣れない土地での不安なこともあ
りますが、一日でも早く嬉野医療センターに馴染めて行けたら
と思います。ご迷惑をかけることが多いと思いますが、どうぞ
よろしくお願いいたします。

吉田 朱里（よしだ あかり）
　性　格　 慎重
　長　所　 明るい　　　　短　所　 マイペース
　好きなこと　 甘いものを食べること
　好きな食べ物　 ハンバーグ
　趣　味　 映画鑑賞
　特　技　 空手
　一言コメント　 ４月より嬉野医療センターに勤務することにな
りました。現在は生理検査室で主に心電図やABI などの検査
を行っています。今後、皆様のお役に立てるように頑張ってい
きたいと思っています。 宜しくお願いします。

　渋 谷　　　　　　座 木　　　　　堀　　　　　城 島　
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栄養管理室 リハビリテーション科

事務部

林田 千里（はやしだ ちさと）
　好きな食べ物　 お寿司
　趣　味　 楽器演奏（ギター・ピアノ）・音楽鑑賞
　一言コメント　 ４月から転勤してきました林田です。栄養管理
室長と同姓です。私へご用の際は「主任」栄養士の林田まで。
九州がんセンター → 長崎医療センター → 嬉野医療センター
と転勤してきました。がん病態栄養専門管理栄養士を取得し
ましたが、嬉野では救命・ＩＣＵ、ＮＳＴ担当です。様々な
栄養管理に対応できるよう頑張ります。どうぞよろしくお願
いします。

園田 悠斗（そのだ ゆうと）
　好きな食べ物　 カレーライス
　趣　味　 映画鑑賞・ランニング
　一言コメント　 ４月から新卒採用で嬉野医療センターに着任し
ました園田です。「男性の栄養士」で覚えていただけると幸い
です。まだ不慣れなことも多く勉強の毎日ですが、1日でも早
く 1人前の栄養士になれるよう頑張ります。よろしくお願い
します。

山田 進也（やまだ しんや）
　前勤務地　 大牟田病院
　嬉野で働いて発見　 病院からの景色がきれい
　一言コメント　 吉野ヶ里から通っています。頑張ります。

冨田 浩平（とみた こうへい）
　　前勤務地　 長崎医療センター
　嬉野で働いて発見　 皆さん優しい
　一言コメント　 よろしくお願いします。頑張ります。

濵 洋介（はま ようすけ）
　前勤務地　 東佐賀病院
　嬉野で働いて発見　 美味しそうなお店がたくさんあって気に
なってます。
　一言コメント　 鳥栖から毎日通勤中です。よろしくお願いしま
す～。

平 泰輔（ひら たいすけ）
　前勤務地　 熊本再春医療センター
　嬉野で働いて発見　 お茶の美味しさ。人のあたたかさ。
　一言コメント　 よろしくおねがいします。

　理学療法士　
　　冨田 浩平　　

　主任理学療法士　
　　　山田 進也　　　

　理学療法士　
　　濵 洋介　　

　作業療法士　
　　平 泰輔　　

辻林 淳一（つじばやし じゅんいち）
　性　格　 小心者
　長　所　 穏やか   　短　所　 飽きやすい
　好きなこと　 のんびりすること　 　好きな食べ物　 肉
　趣　味　 スポーツ観戦  　特　技　 特にありません
　一言コメント　 皆さんどうぞお手柔らかにお願いします。

米丸 淳一（よねまる じゅんいち）
　性　格　 慎重派
　長　所　 あまり怒らない  　短　所　 あまり怒れない
　好きなこと　 旅行（ドライブ）　 　好きな食べ物　 パン屋の焼きたてパン
　趣　味　 音楽（見る、聞く、する） 　特　技　 ドラム
　一言コメント　 初めての医事業務で戸惑っておりますが、皆様にご指導いただきながら精進して参りたいと思います。

長野 奨（ながの しょう）
　性　格　 大雑把
　長　所　 明るい    　短　所　 あまり何も考えずに行動するところ
　好きなこと　 スポーツをすること・観ること　 　好きな食べ物　 魚（でも煮魚は嫌いです）
　趣　味　 音楽鑑賞、スポーツ観戦、買い物、ＴＶゲーム  　特　技　 なし
　一言コメント　 「明るく元気に挨拶」を心がけています。どんなことでもお気軽にお声かけください。
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　このたび第117回日本消化器病学会の九州支部例会に参加し「直腸動静脈奇形に対して

バルーン閉塞下での逆行性経静脈塞栓術を行った１例」という演題で発表を行い、研修医

奨励賞を受賞することができました。

　今回の発表は、私の憧れの存在である消化器内科・重橋先生にご指導いただいたもので、

先生と一緒に準備した発表で奨励賞を受賞できたことを大変嬉しく思っております。

　本演題は放射線科・福井先生に行っていただいた血管内治療が発表のポイントであり、

実際の施術内容を自分の言葉で説明できるまで理解するのに大変苦労いたしました。

　新型コロナウイルスの影響で、私たちの学年は学会発表や学会参加の機会に恵まれず、

今回が私にとって初めての学会発表となりました。

　発表前日までは全く緊張していなかったのですが、当日は緊張で食事があまり喉を通ら

ず、ホテルのお洒落な朝食を完食できなかったことが今でも悔やまれます。

　今回、学会の会場に足を運んで様々な先生方の発表を拝見することができ、特に同世代

の発表を聞けたことは、とても良い刺激になりました。

　今後も機会があれば、多くの学会に参加し、積極的に発表を行っていきたいと思います。

　最後になりますが、消化器内科や放射線科の先生方をはじめ発表に携わっていただいた

方々に、この場をお借りしてお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。
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　　「特定行為に係る看護師の研修制度」は平成27年10月に「地

域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」の

一部として施行されました。

　特定行為は、診療の補助であって、看護師が手順書により行う場

合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門

的な知識及び技能が特に必要とされるものとして21区分38行為が

あります。

　その中で当院は救急医療に焦点を当てて 1．呼吸器関連（気道確

保に関るもの）関連  2．呼吸器（人工呼吸器に係るもの） 3．動脈

血液ガス分析 4．栄養及ぶ水分管理に係る薬剤投与関連  5．精神及

び神経症状に係る薬剤投与関連の５区分９行為、総計 87 時間＋45 症例を行います。

　開講式は令和３年５月17 日当院の講堂で行いました。力武病院長より入学許可書を授与されました。

第1期生 研修生を紹介します

　私は専門的知識を有し、救急医療・看護に携わり続けたいと思い研修を志望
いたしました。研修を開始して間もないですが、高度な臨床実践能力を発揮し
患者さまを治療と生活の両面から支えられる看護師となれるよう頑張りたいと
思います。

楠原 美穂

　様々な看護介入の場面で自分自身の知識や看護技術に不安を感じることが多
く、アセスメント力や看護実践力を向上させたいと感じ、看護師特定行為研修
へ参加しました。
　仕事と学習の両立に不安がありましたが、看護部をはじめ所属部署の協力を
得ながら研修を進めることができています。看護実践に活かせるよう一つ一つ
振り返りを行いながら、学習・OSCE・実習等に取り組んで行きたいと思います。

松村 舞

看護師特定行為研修 開講式を行いました
経営企画室長　橋本 裕二

　当院では外来の診療案内に案内器を使用していますが、

ＬＩＮＥにも対応していることをご存じでしょうか。受付後

にお渡しする案内器では、次の行き先や診察室への呼び出

しを音とバイブでお知らせしています。そのため診察室前

で順番を待つ必要がなく、待ち時間を有効に使うことがで

きます。

　さらに、ＬＩＮＥに登録していただければ、ご自身のス

マートフォンを案内器の代わりとして使うことができま

す。ＬＩＮＥ登録は患者さんだけではなく、付添いの方もご

利用いただけます。患者さんと付添いの方、両方に案内の

通知が届きます。院外にいても案内は届きますので、付添

いの方は診察の終わる時間に合わせて迎えに行く、といっ

たこともできるようになります。ご利用には初回のみ事前

登録が必要です。受付３番窓口までお越しください。多く

の皆様のご登録、ご利用をお待ちしております。

LINEを利用した診療案内について

診察まで３名
以内になりま
した。
〇診察室の
近くでお待ち
ください。
受付番号：
〇〇〇〇

2 階 料金
支払窓口に
お越しくだ
さい。
受付番号：
〇〇〇〇

案内通知の例案内通知の例
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血液ガス分析 4．栄養及ぶ水分管理に係る薬剤投与関連  5．精神及

び神経症状に係る薬剤投与関連の５区分９行為、総計 87 時間＋45 症例を行います。

　開講式は令和３年５月17 日当院の講堂で行いました。力武病院長より入学許可書を授与されました。

第1期生 研修生を紹介します

　私は専門的知識を有し、救急医療・看護に携わり続けたいと思い研修を志望
いたしました。研修を開始して間もないですが、高度な臨床実践能力を発揮し
患者さまを治療と生活の両面から支えられる看護師となれるよう頑張りたいと
思います。

楠原 美穂

　様々な看護介入の場面で自分自身の知識や看護技術に不安を感じることが多
く、アセスメント力や看護実践力を向上させたいと感じ、看護師特定行為研修
へ参加しました。
　仕事と学習の両立に不安がありましたが、看護部をはじめ所属部署の協力を
得ながら研修を進めることができています。看護実践に活かせるよう一つ一つ
振り返りを行いながら、学習・OSCE・実習等に取り組んで行きたいと思います。

松村 舞

看護師特定行為研修 開講式を行いました
経営企画室長　橋本 裕二

　当院では外来の診療案内に案内器を使用していますが、

ＬＩＮＥにも対応していることをご存じでしょうか。受付後

にお渡しする案内器では、次の行き先や診察室への呼び出

しを音とバイブでお知らせしています。そのため診察室前

で順番を待つ必要がなく、待ち時間を有効に使うことがで

きます。

　さらに、ＬＩＮＥに登録していただければ、ご自身のス

マートフォンを案内器の代わりとして使うことができま

す。ＬＩＮＥ登録は患者さんだけではなく、付添いの方もご

利用いただけます。患者さんと付添いの方、両方に案内の

通知が届きます。院外にいても案内は届きますので、付添

いの方は診察の終わる時間に合わせて迎えに行く、といっ

たこともできるようになります。ご利用には初回のみ事前

登録が必要です。受付３番窓口までお越しください。多く

の皆様のご登録、ご利用をお待ちしております。

LINEを利用した診療案内について

診察まで３名
以内になりま
した。
〇診察室の
近くでお待ち
ください。
受付番号：
〇〇〇〇

2 階 料金
支払窓口に
お越しくだ
さい。
受付番号：
〇〇〇〇

案内通知の例案内通知の例
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栄養管理室　林田 由紀子栄養管理室　林田 由紀子栄養管理室　林田 由紀子栄養管理室　林田 由紀子免疫力UP！レシピ嬉野医療センター
看護学生が考えた
嬉野医療センター
看護学生が考えた 免疫力UP！レシピ
　今年も猛暑になりそうです。食欲がないと、免疫力も落ちてしまいますよね。看護学生の皆さんが考案した免疫力
UPレシピ、今回もオクラを使ったレシピをご紹介します。

２年　於保 伶奈２年　於保 伶奈オクラと長いものネバネバ丼

オクラ：３本、長いも：100g、梅とちりめんじゃこのふりかけ
Ⓐ濃口醤油小さじ１～２・ワサビ適量、米飯：茶碗１杯

① 鍋に湯を沸かして塩を入れ、まな板に押し付けながら転がしたオクラを
　 １～２分茹でて取り出し冷ます。
② 冷めたオクラを１㎝幅に切る。
③ 長芋の皮をむいておろし金でおろす。
④ オクラと長芋を混ぜ、茶碗によそった米飯の上にのせる。
⑤ お好みで梅とちりめんじゃこのふりかけをかける。
⑥ ワサビと醤油を混ぜたタレをかけて完成。

・長芋とオクラは粘り気があり、夏バテ防止効果がある。また食欲がない人でもご飯と一緒に食べることで免疫を高める
ことにつながる。

材料

作り方

於保さん調べ

山芋に含まれているムチンやビタミン類は粘膜を保護し、免疫力を高めて疲労回復させる効果があります。オクラと一緒に食べ
ることで相乗効果も期待できそうです。

栄養士より一言

参考資料：改訂 6版 臨床栄養ディクショナリーこれからが旬のオクラでぜひ作ってみてはいかがでしょうか。最後に
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