
　「みらい」第27号では、新たに当院の職員となった看護師が表紙を飾って
います。新型コロナウイルス感染症の収束の気配が見えない中、医療従事
者としての道を歩み始めた新人看護師を見ていると、明るい未来が待ってい
るような気がします。
　また、今回は新任の医師の紹介も行っておりますので、ぜひ多くの方々に
ご覧いただきたい内容となっています。
　これからも「みらい」で様々な情報を発信していきたいと思います。
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基本理念 基本方針
■ 安心な医療

■ あたたかい看護

■ 地域への貢献

■ 患者さんの人権を尊重します。　　　　  　■ 質の高い医療と看護を提供します。

■ 救急医療やがん医療の充実に努めます。　■ 地域医療連携を推進します。

■ 災害救護に貢献します。　　　　　　　　 ■ 健全で安定した経営基盤を確立します。
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ソレ、知りたかったっちゃん！

最近よく聞く「かかりつけ医」って…？

　「かかりつけ医」という言葉をご存じですか？一般的に「かかりつけ医」とは町の開業医さんのことを指していますが、最近で
はかかりつけ医を持たない方が多いという現実が浮きぼりになっています。今回は「かかりつけ医」を持つことの3つのメリット
をご紹介します。

　このように「かかりつけ医」を持つことで、大きな病気になる前に予防することができますし、もしも
大きな病気になってもスムーズに専門の診療科に紹介していただくことができます。
　また、地域のみなさんが「かかりつけ医」を持つことで、当院のような総合病院は救急患者さんや
紹介された重症の患者さんをしっかり診療することができ、元気になった患者さんを「かかりつけ医」
に逆紹介します。
　当院はこれからも地域の医療を守り、総合病院として開業医さんからスムーズ
に紹介していただけるよう地域連携をさらに強化していきます。

　たとえば頭が痛いとき、どんな病気を

疑うかによって必要な検査や画像診断

も変わります。当院のような総合病院に直

接来院されると、複数の科をまたぐなど

患者さんにご負担をかけてしまうことが

懸念されます。まずは「かかりつけ医」で

じっくり病状を診察されたうえで総合病

院に紹介していただくことで、スムーズに

専門の診療科を受診することができます。

1

じっくり
診察してくれる

　町の開業医さんは、長年にわたりその

地域で診察を続けていらっしゃいます。

身近な存在である開業医さんと気軽に

相談できる関係を築いておくことで、大き

な病気にかかったときにも素早い対応を

していただけることと思います。

　病気の中には日ごろの食習慣や運動

習慣などで予防できるものもたくさんあり

ます。総合病院では聞きづらいちょっとし

た疑問について、日常の健康管理も含め

たアドバイスをいただけることでしょう。

 参 考

日本医師会ホームページ

唐津市ホームページ

2

もしものときに
素早い対応をしてもらえる

3

日常の健康管理の
アドバイスをしてもらえる
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下田 慎治 ｜感染症内科部長｜
　唐津には研修医以来、約30年ぶりに還って来ました。主に
九州大学で肝臓病や感染症を専門にして過ごしてきました。
これまでの経験を活かしながら、新しい仲間と共に、誠実な診療
を心がけて皆様に信頼して頂けるよう全力を尽くします。どうぞ
よろしくお願い申し上げます。　

しも　   だ       しん      じ

生田 光 ｜副院長｜

　令和3年4月1日付で副院長を拝命致しました。
　整形外科部長として赴任して13年間、脊椎診療に邁進して参りました。その間、患者さん方から多くの事を学ばせていただきま
した。幸い手術治療まで至らずに快復された患者さんもおられる一方、脊椎手術件数は私自身で執刀させていただいた1,200件を
含めて1,700件を超えました。治療後、多くの方に悦んでもいただけましたが、力及ばず、満足される結果に導けなかった患者さんも
おられました。
　近年、医学は目覚ましい進歩を遂げていますが、臨床医学には本当の意味での正解は存在しません。臨床では、患者さん個々
のニーズに応じて、選択すべきベストな治療はその時々で異なります。結局、患者さん・ご家族と共に模索していくしかありません。
整形外科医となって丸31年、先人達から受け継いだこの終わりなき旅を今後は後輩達に託していければ…と思っております。
　今後は整形外科のみならず、病院内の様々な事象に関わる立場となりました。この31年で培った臨床医としての経験を糧に、
副院長として様 な々ことに柔軟に対応していける様、精進して参ります。
　何卒皆様のご支援とご指導・ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

いく      た          こう

平木 将紹 ｜第１外科副部長｜
　消化器外科の領域の中でも特に大腸・直腸癌の治療に力
を入れてやってまいりました。腹腔鏡手術を積極的に取り入れ
ています。お気軽にご相談ください。よろしくお願いいたします。

ひら     き        まさ    つぐ

岸川 まり子 ｜内科医師｜
　糖尿病診療を中心にホルモン異常に伴う内分泌疾患の診療を
行い、患者さんの生活と向き合うことの大切さを実感しております。
近年、糖尿病治療薬は目覚ましく進歩し、あらゆる選択肢が広がり
ました。薬剤選択や療養指導を行うにあたり、患者さん一人一人の
社会的背景や病態を考慮した最適な治療を心がけたいと思います。

きし　かわ　　　　　　  こ

辰元 良麻 ｜循環器内科医師｜
　九州大学病院から今年度より唐津赤十字病院で勤務させ
ていただくことになりました。大学では主に心不全や狭心症、
心臓弁膜症などに力を入れ診療にあたっておりました。最善の
医療を患者様に届けられるよう、切磋琢磨していくつもりです。
まずはお気軽にご相談ください。

たつ   もと      りょう     ま

北川 浩 ｜外科医師｜
　前年度まで佐賀大学の消化器外科で助教として働いておりました北川と
申します。唐津赤十字病院は旧病院の時に2年間消化器外科医として
働かせて頂きました。今回、6年ぶりの唐津赤十字病院となりますが、以前と
比較し成長した姿をお見せできればと思います。地域医療の貢献および質の
高い医療を提供できるよう精進いたしますので、よろしくお願い申し上げます。

きた   がわ     ひろし

木幡 亮 ｜呼吸器外科医師｜
　外科医師として赴任しました木幡亮と申します。出身は福岡
ですが、中学校は佐賀の学校に通い、6年間佐賀で寮生活を
送りましたので、佐賀は私にとって第二の故郷と考えています。
中学時代にお世話になりました佐賀に少しでも恩返しできる
よう精進しますので、よろしくお願いいたします。

 こ     はた      りょう

山口 崇之 ｜形成外科医師｜
　2021年度からお世話になる山口崇之といいます。唐津地区
で形成外科医として一生懸命頑張ります。当科は見た目を
美しくする科です。何か困ったことがあったら気軽に相談して
ください。

やま    ぐち       たか    ゆき

梯 裕恵 ｜歯科口腔外科部長｜
　当科では、親知らずなどの抜歯、顎骨嚢胞や口腔内の腫瘍、交
通事故やスポーツによる外傷、噛み合わせの治療としての顎矯正
手術、唾液腺の結石や嚢胞などの手術のほかに、顎関節症や
全身疾患にともなう顎骨壊死、口腔粘膜疾患などについても対応い
たします。お気軽にご相談ください。どうぞよろしくお願いいたします。

かけはし 　ひろ     え

松村 泰成 ｜放射線科副部長｜
　令和3年4月に当院着任となりました放射線科の松村です。放射
線治療を専門としております。地域がん診療連携拠点病院である
当院のがん治療の充実に貢献することが、自分に課せられた使命だと
考えておりますが、それ以上に、受けて良かったと患者さんに思って
もらえる放射線治療を目指しています。よろしくお願いいたします。

まつ　むら       たい   せい

長家 聡明 ｜内科医師｜
　唐津赤十字病院には初期研修医として2年間お世話になり、
今回再び赴任することとなりました。懐かしい唐津の地に戻れ
て嬉しく思っています。患者とその家族に寄り添った医療を
提供できるよう、尽力します。よろしくお願いいたします。

なが　いえ　　 とし    あき

岩田 実穂子 ｜小児科医師｜
　小児科全般と小児のアレルギーを診させていただきます。
よろしくお願いいたします。

いわ　 た        み     ほ      こ

木村 直也 ｜外科医師｜
　今年度より赴任いたしました。外科医師の木村直也と申します。
卒後6年目でまだまだ若輩者ではございますが、出来うる限り
の診療を行い、唐津のみなさまの健康とより良い生活に貢献
していく所存です。

き     むら       なお     や　

前田 稔弘 ｜整形外科医師｜
　4月1日より整形外科で働かせていただくことになりました。整形
外科疾患は骨折での疼痛や、神経圧迫によるしびれなどもあり
ます。それにより、生活に支障をきたす歩行が困難となり、寝たきり
になってしまうということもあります。皆様の現在の生活を維持、
向上させるお手伝いができればと思います。よろしくお願いします。

まえ    だ        とし   ひろ

高口 素史 ｜脳神経外科医師｜
　3月までは佐賀大学医学部附属病院で勤務しておりました。
脳の病気でお困りの際にお役に立てればと思っております。
よろしくお願いいたします。

こう    ぐち       もと    ふみ

大原 紀子 ｜産婦人科医師｜
　唐津の皆様、こんにちは。佐賀大学から来ました産婦人科の大原
紀子です。4月から9月と半年の間ですが、唐津の皆様のために尽力
させて頂きます。佐賀市に住んでいた頃は、佐賀県医療センター好生
館、NHO佐賀病院、佐賀大学と働いて来ました。産科も婦人科も
幅広く診療させて頂く予定ですので、何卒宜しくお願いします。

おお    はら      のり     こ

安井 麻都香 ｜麻酔科医師｜
　よろしくお願いいたします。

やす     い         ま      ど      か

藤邑 勇太朗 ｜内科レジデント｜
　今年度から唐津赤十字病院に赴任しました藤邑です。
出身地は伊万里で、佐賀大学を卒業しました。唐津の医療に
貢献できるよう頑張りますのでよろしくお願いします。

ふじ    むら    　ゆう    た     ろう

郷原 的 ｜麻酔科医師｜
　手術を受ける患者さんが安心安楽でいられるようサポート
させて頂きます。何卒よろしくお願いいたします。

ごう    はら      あきら

井上 須磨 ｜内科レジデント｜
　9年ぶりに地元唐津に戻り、消化器内科医として勤務する
こととなりました。内科医として経験を積むとともに、地元の医療
についても勉強できればと思います。まだまだ未熟で至らない面
も多々ありますが、地域医療に貢献できるよう努力いたします。
よろしくお願いいたします。

いの   うえ      　す      ま

南 優希 ｜内科レジデント｜
　地域のみなさまに貢献できるよう精一杯頑張りますので、
よろしくお願いいたします。

みなみ      ゆ      き

井上 隆広 ｜整形外科医師｜
　この度、九州労災病院から異動となりました。整形外科の井上隆広
と申します。適切な診断と治療により患者さんのQOLを上げることに
大変魅力を感じ、整形外科医を志しました。これまでに培ったスキルと
フットワークの軽さを存分に活用して、患者さん一人一人と正面から密に
向き合う医療に邁進したいと存じます。今後とも何卒よろしくお願いします。

いの    うえ       たか   ひろ

江口 紘平 ｜内科レジデント｜
　2021年4月より赴任いたしました内科の江口紘平と申します。
出身は小城市で、自治医科大学を卒業後、佐賀大学附属病院、
佐賀県医療センター好生館で初期臨床研修を経験しました。
まだまだ未熟ではありますが、地域の医療に少しでも貢献できる
よう日々精進して参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 え     ぐち       こう    へい

荻野 祐也 ｜循環器内科レジデント｜
　今年から唐津赤十字病院で内科として働くことになりました
荻野祐也と申します。まだ、初期研修を明けたばかりで分から
ないことも多いですが、全力で働かせて頂くのでよろしくお願い
します。

おぎ    の        ゆう     や

大久保 美穂 ｜麻酔科医師｜
　4月より着任いたしました大久保と申します。患者様が少し
でも安心して手術に臨めますよう、丁寧な麻酔を心がけてまい
ります。

おお    く      ぼ        み       ほ
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 こ     はた      りょう

山口 崇之 ｜形成外科医師｜
　2021年度からお世話になる山口崇之といいます。唐津地区
で形成外科医として一生懸命頑張ります。当科は見た目を
美しくする科です。何か困ったことがあったら気軽に相談して
ください。

やま    ぐち       たか    ゆき

梯 裕恵 ｜歯科口腔外科部長｜
　当科では、親知らずなどの抜歯、顎骨嚢胞や口腔内の腫瘍、交
通事故やスポーツによる外傷、噛み合わせの治療としての顎矯正
手術、唾液腺の結石や嚢胞などの手術のほかに、顎関節症や
全身疾患にともなう顎骨壊死、口腔粘膜疾患などについても対応い
たします。お気軽にご相談ください。どうぞよろしくお願いいたします。

かけはし 　ひろ     え

松村 泰成 ｜放射線科副部長｜
　令和3年4月に当院着任となりました放射線科の松村です。放射
線治療を専門としております。地域がん診療連携拠点病院である
当院のがん治療の充実に貢献することが、自分に課せられた使命だと
考えておりますが、それ以上に、受けて良かったと患者さんに思って
もらえる放射線治療を目指しています。よろしくお願いいたします。

まつ　むら       たい   せい

長家 聡明 ｜内科医師｜
　唐津赤十字病院には初期研修医として2年間お世話になり、
今回再び赴任することとなりました。懐かしい唐津の地に戻れ
て嬉しく思っています。患者とその家族に寄り添った医療を
提供できるよう、尽力します。よろしくお願いいたします。

なが　いえ　　 とし    あき

岩田 実穂子 ｜小児科医師｜
　小児科全般と小児のアレルギーを診させていただきます。
よろしくお願いいたします。

いわ　 た        み     ほ      こ

木村 直也 ｜外科医師｜
　今年度より赴任いたしました。外科医師の木村直也と申します。
卒後6年目でまだまだ若輩者ではございますが、出来うる限り
の診療を行い、唐津のみなさまの健康とより良い生活に貢献
していく所存です。

き     むら       なお     や　

前田 稔弘 ｜整形外科医師｜
　4月1日より整形外科で働かせていただくことになりました。整形
外科疾患は骨折での疼痛や、神経圧迫によるしびれなどもあり
ます。それにより、生活に支障をきたす歩行が困難となり、寝たきり
になってしまうということもあります。皆様の現在の生活を維持、
向上させるお手伝いができればと思います。よろしくお願いします。

まえ    だ        とし   ひろ

高口 素史 ｜脳神経外科医師｜
　3月までは佐賀大学医学部附属病院で勤務しておりました。
脳の病気でお困りの際にお役に立てればと思っております。
よろしくお願いいたします。

こう    ぐち       もと    ふみ

大原 紀子 ｜産婦人科医師｜
　唐津の皆様、こんにちは。佐賀大学から来ました産婦人科の大原
紀子です。4月から9月と半年の間ですが、唐津の皆様のために尽力
させて頂きます。佐賀市に住んでいた頃は、佐賀県医療センター好生
館、NHO佐賀病院、佐賀大学と働いて来ました。産科も婦人科も
幅広く診療させて頂く予定ですので、何卒宜しくお願いします。

おお    はら      のり     こ

安井 麻都香 ｜麻酔科医師｜
　よろしくお願いいたします。

やす     い         ま      ど      か

藤邑 勇太朗 ｜内科レジデント｜
　今年度から唐津赤十字病院に赴任しました藤邑です。
出身地は伊万里で、佐賀大学を卒業しました。唐津の医療に
貢献できるよう頑張りますのでよろしくお願いします。

ふじ    むら    　ゆう    た     ろう

郷原 的 ｜麻酔科医師｜
　手術を受ける患者さんが安心安楽でいられるようサポート
させて頂きます。何卒よろしくお願いいたします。

ごう    はら      あきら

井上 須磨 ｜内科レジデント｜
　9年ぶりに地元唐津に戻り、消化器内科医として勤務する
こととなりました。内科医として経験を積むとともに、地元の医療
についても勉強できればと思います。まだまだ未熟で至らない面
も多々ありますが、地域医療に貢献できるよう努力いたします。
よろしくお願いいたします。

いの   うえ      　す      ま

南 優希 ｜内科レジデント｜
　地域のみなさまに貢献できるよう精一杯頑張りますので、
よろしくお願いいたします。

みなみ      ゆ      き

井上 隆広 ｜整形外科医師｜
　この度、九州労災病院から異動となりました。整形外科の井上隆広
と申します。適切な診断と治療により患者さんのQOLを上げることに
大変魅力を感じ、整形外科医を志しました。これまでに培ったスキルと
フットワークの軽さを存分に活用して、患者さん一人一人と正面から密に
向き合う医療に邁進したいと存じます。今後とも何卒よろしくお願いします。

いの    うえ       たか   ひろ

江口 紘平 ｜内科レジデント｜
　2021年4月より赴任いたしました内科の江口紘平と申します。
出身は小城市で、自治医科大学を卒業後、佐賀大学附属病院、
佐賀県医療センター好生館で初期臨床研修を経験しました。
まだまだ未熟ではありますが、地域の医療に少しでも貢献できる
よう日々精進して参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 え     ぐち       こう    へい

荻野 祐也 ｜循環器内科レジデント｜
　今年から唐津赤十字病院で内科として働くことになりました
荻野祐也と申します。まだ、初期研修を明けたばかりで分から
ないことも多いですが、全力で働かせて頂くのでよろしくお願い
します。

おぎ    の        ゆう     や

大久保 美穂 ｜麻酔科医師｜
　4月より着任いたしました大久保と申します。患者様が少し
でも安心して手術に臨めますよう、丁寧な麻酔を心がけてまい
ります。

おお    く      ぼ        み       ほ



医療機器共同利用のご案内医療機器共同利用のご案内医療機器共同利用のご案内
　当院では、現在、医療機器の共同利用を行っております。対象装置としては以下に掲げているCT、MRI、核医学
検査装置、放射線治療装置があります。より円滑な医療機器の共同利用を推進するため、新たに当院のCTおよび
MRI検査枠の空き状況を唐津市内のCT、MRIをお持ちでない医療機関様へご案内する運びとなりました。

唐津赤十字病院　放射線科検査予約　☎0955-74-3695 (直通)
受付時間 ｜ 平日8：30-17：00
※共同利用についての詳細は、当院ホームページ  地域医療連携 

▲

 医療機器の共同利用について
　（https://www.karatsu.jrc.or.jp/iryo/chiiki/iryoukiki_kyoudouriyou.html）をご参照ください。

ご連絡先

TOPICS
トピックストピックス

04 05

特
集

ト
ピ
ッ
ク
ス

◎ CT装置
　  （　　　　　　　　　　）
◎ MRI装置（3.0T、1.5T）
◎ 核医学検査装置
◎ 放射線治療装置

対象装置

◎ 当日を含む直近5日間の空き状況を毎朝FAXでご案内致し
　 ます（平日のみ）。
◎ 空き状況次第では、当日の検査も対応可能となります。
◎ ご希望の日時がございましたら、下記の当院放射線科検査
　 予約直通番号にご連絡ください。

MRI検査時のマスクについて
　◎現在当院では、感染予防のためにマスクを着用してMRI検査を実施しております。
　◎MRI検査では検査室の中に金属の持ち込みができません。
　◎当院でMRI検査を受けられる方は、鼻の部分に金属のワイヤーが入っていないマスク
　　（布マスク・ウレタンマスクなど）を持参してください。

320列マルチスライスCT、
80列マルチスライスCT

案内方法

320列マルチスライスCT装置 3.0T MRI装置

空き状況を毎朝お知らせします！！空き状況を毎朝お知らせします！！

西瀨戸 美沙 ｜研修医｜
　はじめまして。今年から研修医になります西瀨戸美沙です。病院に来る
ときには不安や期待、様 な々思いを抱えていることと思います。私は病気
のお話も、病気と一見関係がなさそうなお話も大切にして、1番良い選択
をするお手伝いができたらいいと思っています。これからチームの一員
として医療に携われることを嬉しく思います。どうぞよろしくお願いします。

にし　  せ      と         み      さ

平川 雄大 ｜研修医｜
　4月より初期研修医としてお世話になります。幼いころから障がいを抱えた
兄と共に過ごし、同じような境遇の方々の支えになりたいと思ったことが
医師を志したきっかけです。学生時代の実習では小川島の診療所で
勉強させて頂いた経験があります。一生懸命、医療に取り組みたいと思い
ますので、よろしくお願いします。気軽にお声がけ下さるとうれしいです。

ひら   かわ      ゆう   だい

相良 駿介 ｜研修医｜
　この度、唐津赤十字病院で研修させていただくことになりました
相良駿介と申します。福岡の出身ではありますが、大学は佐賀大学
に通い、親戚、兄弟も住んでおり、佐賀県には何かと縁を感じており
ます。早く唐津の空気に馴染んで、地域の皆様のお役に立てるよう
努めて参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

さが    ら       しゅん  すけ

乘田 侑毅 ｜研修医｜
　令和3年4月よりお世話になります。佐賀大学出身の乘田侑毅
です。現在内科から研修医として働いております。昨今はパンデミック
による生活様式の変化がありました。依然として漠然とした不安の
ある生活が続いていますが、私は感染対策を徹底し、適切な医療
をお届けできるよう精一杯努力していきます。よろしくお願いします。

   のり    た        ゆう     き

桑畑 亮平 ｜研修医｜
　私は、当院（二タ子）で生まれ、小学校まで唐津で過ごし
ました。多少の回り道をしましたが、初期研修を当院で始める
ことが叶い、気を引き締めて頑張ります。ご指導のほどよろしく
お願いいたします。（先々は整形外科医希望です。）

くわ    はた      りょう   へい

田野 貴実子 ｜研修医｜
　こんにちは。研修医1年目の田野貴実子と申します。出身は福岡県
で熊本大学からきました。唐津は以前観光で訪れたことがあり、唐津
城と海が非常に綺麗でまた訪れたいと思っておりました。この地で働
けることにご縁を感じつつ、地域の皆様に頼られる存在となりたいです。
短い間ではありますが、精一杯頑張りますのでよろしくお願いします。

 た     の         き      み      こ

【退職医師】

湯ノ谷 誠二（副院長）
橋本 重正（第２循環器内科部長）
白武 孝久（麻酔科部長）
新井 伸作（歯科口腔外科部長）
井手 康史（第１内科副部長）
岡本 浩昌（脳神経外科副部長）
中山 賢一郎（内科医師）
北村 浩晃（内科医師）
仲村 尚祟（循環器内科医師）
成田 圭佑（循環器内科医師）
田中 　太（外科医師）

日暮 一貴（外科医師）
森藤 良浩（呼吸器外科医師）
堀田 謙介（整形外科医師）
真島 　久（整形外科医師）
中川 拓也（産婦人科医師）
福西 かおり（放射線科医師）
中西 洋太朗（麻酔科医師）
岩永 幸子（救急科医師）
成瀬 尚美（内科レジデント）
伊東 優哉（小児科レジデント）
上原 　航（整形外科レジデント）

河村 耕治（皮膚科レジデント）
植山 達也（放射線科レジデント）
黒木 茉央（麻酔科レジデント）
貞島 健人（レジデント）
山崎 温詞（レジデント）
川副 和紀（研修医）
齋藤 友貴（研修医）
朴 　美花（研修医）
中島 寛康（研修医）
宮﨑 研丞（研修医）
堤 　将臣（研修医）

土居 雄太 ｜整形外科レジデント｜
　整形外科後期研修医として赴任しました土居雄太と申します。
昨年までは、愛媛県の松山赤十字病院で初期研修医として
勤務しておりました。まだまだ若輩者ではございますが、整形
外科医として地域の皆様のお力になれるよう日々精進していき
ます。よろしくお願いいたします。

 ど      い        ゆう     た

川口 晃三 ｜皮膚科レジデント｜
　日々研鑽を積み、地域の皆様に貢献できればと思います。
時には一緒に病気と闘い、時には病気と上手に付き合いながら、
より良い生活を送れるようサポートできればと思います。どうぞ
よろしくお願いいたします。

かわ   ぐち       こう    ぞう

深澤 和憲 ｜放射線科レジデント｜
　この度、ご縁がありまして唐津赤十字病院で勤務させて
頂くこととなりました。放射線科医ということもあり、なかなか
直接患者様と顔を合わせて診療を行うことはありませんが、
画像診断を通じて唐津の医療に貢献したく存じます。何卒
よろしくお願い申し上げます。

ふか   さわ       かず   のり

中村 圭佑 ｜小児科レジデント｜
　４月より小児科に着任しました中村と申します。私は長崎県の出身で
大学から佐賀へ参りました。以前は佐賀市で勤務しておりましたが、
海が身近にある唐津に来て故郷を思い出し親近感を感じております。
未熟で至らない点もあるかと思いますが、患者様に寄り添った医療を唐津
の皆様へ提供できるよう尽力して参りますのでよろしくお願いいたします。

なか   むら       けい   すけ



医療機器共同利用のご案内医療機器共同利用のご案内医療機器共同利用のご案内
　当院では、現在、医療機器の共同利用を行っております。対象装置としては以下に掲げているCT、MRI、核医学
検査装置、放射線治療装置があります。より円滑な医療機器の共同利用を推進するため、新たに当院のCTおよび
MRI検査枠の空き状況を唐津市内のCT、MRIをお持ちでない医療機関様へご案内する運びとなりました。

唐津赤十字病院　放射線科検査予約　☎0955-74-3695 (直通)
受付時間 ｜ 平日8：30-17：00
※共同利用についての詳細は、当院ホームページ  地域医療連携 

▲

 医療機器の共同利用について
　（https://www.karatsu.jrc.or.jp/iryo/chiiki/iryoukiki_kyoudouriyou.html）をご参照ください。

ご連絡先
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トピックストピックス
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◎ CT装置
　  （　　　　　　　　　　）
◎ MRI装置（3.0T、1.5T）
◎ 核医学検査装置
◎ 放射線治療装置

対象装置

◎ 当日を含む直近5日間の空き状況を毎朝FAXでご案内致し
　 ます（平日のみ）。
◎ 空き状況次第では、当日の検査も対応可能となります。
◎ ご希望の日時がございましたら、下記の当院放射線科検査
　 予約直通番号にご連絡ください。

MRI検査時のマスクについて
　◎現在当院では、感染予防のためにマスクを着用してMRI検査を実施しております。
　◎MRI検査では検査室の中に金属の持ち込みができません。
　◎当院でMRI検査を受けられる方は、鼻の部分に金属のワイヤーが入っていないマスク
　　（布マスク・ウレタンマスクなど）を持参してください。

320列マルチスライスCT、
80列マルチスライスCT

案内方法

320列マルチスライスCT装置 3.0T MRI装置

空き状況を毎朝お知らせします！！空き状況を毎朝お知らせします！！

西瀨戸 美沙 ｜研修医｜
　はじめまして。今年から研修医になります西瀨戸美沙です。病院に来る
ときには不安や期待、様 な々思いを抱えていることと思います。私は病気
のお話も、病気と一見関係がなさそうなお話も大切にして、1番良い選択
をするお手伝いができたらいいと思っています。これからチームの一員
として医療に携われることを嬉しく思います。どうぞよろしくお願いします。

にし　  せ      と         み      さ

平川 雄大 ｜研修医｜
　4月より初期研修医としてお世話になります。幼いころから障がいを抱えた
兄と共に過ごし、同じような境遇の方々の支えになりたいと思ったことが
医師を志したきっかけです。学生時代の実習では小川島の診療所で
勉強させて頂いた経験があります。一生懸命、医療に取り組みたいと思い
ますので、よろしくお願いします。気軽にお声がけ下さるとうれしいです。

ひら   かわ      ゆう   だい

相良 駿介 ｜研修医｜
　この度、唐津赤十字病院で研修させていただくことになりました
相良駿介と申します。福岡の出身ではありますが、大学は佐賀大学
に通い、親戚、兄弟も住んでおり、佐賀県には何かと縁を感じており
ます。早く唐津の空気に馴染んで、地域の皆様のお役に立てるよう
努めて参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

さが    ら       しゅん  すけ

乘田 侑毅 ｜研修医｜
　令和3年4月よりお世話になります。佐賀大学出身の乘田侑毅
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   のり    た        ゆう     き
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くわ    はた      りょう   へい
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 た     の         き      み      こ

【退職医師】

湯ノ谷 誠二（副院長）
橋本 重正（第２循環器内科部長）
白武 孝久（麻酔科部長）
新井 伸作（歯科口腔外科部長）
井手 康史（第１内科副部長）
岡本 浩昌（脳神経外科副部長）
中山 賢一郎（内科医師）
北村 浩晃（内科医師）
仲村 尚祟（循環器内科医師）
成田 圭佑（循環器内科医師）
田中 　太（外科医師）

日暮 一貴（外科医師）
森藤 良浩（呼吸器外科医師）
堀田 謙介（整形外科医師）
真島 　久（整形外科医師）
中川 拓也（産婦人科医師）
福西 かおり（放射線科医師）
中西 洋太朗（麻酔科医師）
岩永 幸子（救急科医師）
成瀬 尚美（内科レジデント）
伊東 優哉（小児科レジデント）
上原 　航（整形外科レジデント）

河村 耕治（皮膚科レジデント）
植山 達也（放射線科レジデント）
黒木 茉央（麻酔科レジデント）
貞島 健人（レジデント）
山崎 温詞（レジデント）
川副 和紀（研修医）
齋藤 友貴（研修医）
朴 　美花（研修医）
中島 寛康（研修医）
宮﨑 研丞（研修医）
堤 　将臣（研修医）
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 ど      い        ゆう     た
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よろしくお願いいたします。

かわ   ぐち       こう    ぞう
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　この度、ご縁がありまして唐津赤十字病院で勤務させて
頂くこととなりました。放射線科医ということもあり、なかなか
直接患者様と顔を合わせて診療を行うことはありませんが、
画像診断を通じて唐津の医療に貢献したく存じます。何卒
よろしくお願い申し上げます。

ふか   さわ       かず   のり

中村 圭佑 ｜小児科レジデント｜
　４月より小児科に着任しました中村と申します。私は長崎県の出身で
大学から佐賀へ参りました。以前は佐賀市で勤務しておりましたが、
海が身近にある唐津に来て故郷を思い出し親近感を感じております。
未熟で至らない点もあるかと思いますが、患者様に寄り添った医療を唐津
の皆様へ提供できるよう尽力して参りますのでよろしくお願いいたします。

なか   むら       けい   すけ



令和2年度

患者満足度調査結果

総合満足度

患者さんの声 Q&A

その他のご意見

　令和2年11月にアンケート調査を行い、外来413名、入院270名の方にご回答いただきました。ご協力いただき
ありがとうございました。
　ご意見の中に改善を行ったものがございますので併せてご報告いたします。

上記以外のご意見も真摯に受け止め、より良い病院作りに活かしていきます。
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　当院の放射線技術課に所属する立川圭彦診療放射線
技師が「Gyro Cup 2020*」(Philips MRIユーザーズミー
ティング全国大会)にて、Bronze Award (3位)を受賞しま
した。受賞者の喜びの声をお届けします。

Gyro Cup 2020受賞報告
Bronze Award

10月
3（土）

　県内の小中学生からの応援メッセージが

志田原院長へ贈呈されました。佐賀県が奮闘

する医療従事者等への応援メッセージを県内

の小中学生に対して募集したところ、約9,600通の応募が

あり、そのうちの80通が当院へ届けられました。「ぼくたちも

手洗い、うがい、マスクをしっかりするのでがんばってくださ

い！」「いつも優しい笑顔で対応してくださってありがとうご

ざいます」「心から応援しています！」心温まるたくさんの

応援メッセージ、ありがとうございます。 

小中学生からの
温かい応援メッセージ

12月

Gyro Cupとは既存のMRI装置を使用
して新しい撮像方法を考案し、「創意
工夫・画質・臨床的実用性」について
各地方予選を勝ち抜いた12名のファイ
ナリストが競い合う大会です。

　日頃より当院をご利用いただくみなさんには、検温や面会

禁止、マスク着用などの新型コロナウイルス感染症対策に

ご協力いただき、誠にありがとうございます。なお、状況に

応じて随時体制を変更する可能性があります

ので、最新の情報は当院のホームページで

ご確認ください。

当院の　　　　  への取り組み

検温のお願い
サーマルカメラで体温
を自動測定します。体
温が高い方には職員
からお声かけさせてい
ただきます。

手指消毒のお願い
手指消毒のお願い

マスク着用のお願い
ご来院される方全員にマスク着用をお願いしております。
お持ちでない方は院内のコンビニでご購入ください。 受付にアクリル板を設置しました。

飛沫感染防止飛沫感染防止

面会の制限・禁止
感染の流行状況に応じて入院患者
さんとの面会の制限や禁止を実施
させていただいております。

感染対策感染対策感染対策

  前回調査

86.8％

当院の満足度

88.7％
  前回調査

93.6％

当院の満足度

96.9％

＋1.9% ＋3.3%
前年比前年比

１階にフロアサインを設置します。迷われたときは

お気軽に職員へお声かけください。

コロナ禍で
大変だと思いますが
がんばってください

清潔感があり開放的で
気持ちが

おおらかになります

説明が丁寧で
わかりやすかったです

受付にアクリル板を設置しました。A. A.

不快な気持ちにさせてしまい申し訳ございません。

接遇に関する研修や教育を強化し、引き続き改善に努めていきます。A.

　私の演題は、従来の胸部大動脈の血管とプラークの撮像は複
数回の撮影が必要で長時間を要していたのに対し、1回の比較的
短い時間で失敗が少なく良好な画像を得られる撮像法でした。詳
細は「Gyro Cup 2020」のサイトをご確認いただければ幸いです。
今大会はコロナの影響により初のWeb開催となりましたが、海外へ
の生放送や約2,400名の視聴者数、大変ご高名な方 と々の熱闘の
中で、このような賞を頂く事ができ大変光栄に思います。今回の受
賞を励みとし、佐賀県で唯一のMRI専門技術者として、今後も佐
賀県のMRI技術の向上や日本のMRI技術の発展に少しでも貢献
できるよう、また、受診される患者さんにより良い画像を提供できる
よう日々精進していきたいと思います。

院内の案内表示がわかりにくいQ. 外来の飛沫対策を強化してほしいQ.

一部の職員の対応がよくないQ.
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　「みらい」第27号では、新たに当院の職員となった看護師が表紙を飾って
います。新型コロナウイルス感染症の収束の気配が見えない中、医療従事
者としての道を歩み始めた新人看護師を見ていると、明るい未来が待ってい
るような気がします。
　また、今回は新任の医師の紹介も行っておりますので、ぜひ多くの方々に
ご覧いただきたい内容となっています。
　これからも「みらい」で様々な情報を発信していきたいと思います。

編集後記

広報推進室　阿志賀 久美子

〒847-8588　佐賀県唐津市和多田2430  TEL.0955-72-5111

［編集・発行］  唐津赤十字病院広報推進室
［　表　紙　］  新人看護師のみなさん（撮影時のみマスクを外しています。）
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05【トピックス】医療機器共同利用のご案内

06  令和2年度患者満足度調査結果

08【ソレ、知りたかったっちゃん！】最近よく聞く、「かかりつけ医」って…？

02【特集】

  新副院長・
  新任医師の紹介

基本理念 基本方針
■ 安心な医療

■ あたたかい看護

■ 地域への貢献

■ 患者さんの人権を尊重します。　　　　  　■ 質の高い医療と看護を提供します。

■ 救急医療やがん医療の充実に努めます。　■ 地域医療連携を推進します。

■ 災害救護に貢献します。　　　　　　　　 ■ 健全で安定した経営基盤を確立します。
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ソレ、知りたかったっちゃん！

最近よく聞く「かかりつけ医」って…？

　「かかりつけ医」という言葉をご存じですか？一般的に「かかりつけ医」とは町の開業医さんのことを指していますが、最近で
はかかりつけ医を持たない方が多いという現実が浮きぼりになっています。今回は「かかりつけ医」を持つことの3つのメリット
をご紹介します。

　このように「かかりつけ医」を持つことで、大きな病気になる前に予防することができますし、もしも
大きな病気になってもスムーズに専門の診療科に紹介していただくことができます。
　また、地域のみなさんが「かかりつけ医」を持つことで、当院のような総合病院は救急患者さんや
紹介された重症の患者さんをしっかり診療することができ、元気になった患者さんを「かかりつけ医」
に逆紹介します。
　当院はこれからも地域の医療を守り、総合病院として開業医さんからスムーズ
に紹介していただけるよう地域連携をさらに強化していきます。

　たとえば頭が痛いとき、どんな病気を

疑うかによって必要な検査や画像診断

も変わります。当院のような総合病院に直

接来院されると、複数の科をまたぐなど

患者さんにご負担をかけてしまうことが

懸念されます。まずは「かかりつけ医」で

じっくり病状を診察されたうえで総合病

院に紹介していただくことで、スムーズに

専門の診療科を受診することができます。

1

じっくり
診察してくれる

　町の開業医さんは、長年にわたりその

地域で診察を続けていらっしゃいます。

身近な存在である開業医さんと気軽に

相談できる関係を築いておくことで、大き

な病気にかかったときにも素早い対応を

していただけることと思います。

　病気の中には日ごろの食習慣や運動

習慣などで予防できるものもたくさんあり

ます。総合病院では聞きづらいちょっとし

た疑問について、日常の健康管理も含め

たアドバイスをいただけることでしょう。

 参 考

日本医師会ホームページ

唐津市ホームページ

2

もしものときに
素早い対応をしてもらえる

3

日常の健康管理の
アドバイスをしてもらえる


