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We hope a “Bright Future”地域の明るい未来を願って
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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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感染拡大防止への
ご協力のお願い

患者満足度調査結果

退任のごあいさつ

前院長  志田原 哲

　時間が流れていくのは早いものです。昭和59年7月に赴任して38年、院長という大役を引き受けて14年があっという間に過ぎ
ていきました。
　簡単ではありますが、私自身と当院の歩みを振り返ってみます。
　故郷である唐津に帰って来られたのは、サラリーマンの息子で医学界にはまったく無知だった私が九大整形外科にたまたま
入局したことによります。
　当院に赴任してしばらくすると、ボーナスの引き下げ、遅配があり、経営状態が危機的であることを知りました。その後、職員一丸
となって、「唐津の医療を守る最後の砦」という決意のもとに奮闘し、平成4年から始まる院内での「病院活性化委員会」、平成5
年から外部委員を交えた「経営改善委員会」にて、今後の医療への取り組み、方向性、資金援助が決定されていきました。その結
果、平成8年度以降の経営状況は好転しました。
　次の課題は、昭和54年から56年にかけて全面改築した病院の老朽化への対応でした。時代の経過と共に医療の進歩、医療
制度の変化により、非効率な病院構造となっていました。平成20年度の運営協議会で５年間の新病院建
設計画を提案したところ、タイミングよく国から地域医療再生臨時交付金の通知があり、地域の皆さまと協
議の上、「地域医療センターエリア構想」を県に提出し採択されました。多くの方の努力により、移転地、財
政スキーム、設計・施工業者等が決定し、平成28年に移転新築することができました。
　これから当院は、宮原新院長をトップとした新体制のもとで佐賀県北部の中核的医療を担う病院として
歩みを進めて参ります。今後もより一層のお力添えをお願いいたします。
　最後になりますが、長きにわたり支えてくださった地域の皆さまと関係者の皆さまに心からお礼を申し上
げます。本当にありがとうございました。
※令和4年4月1日付で名誉院長に就任しました。

新任のごあいさつ
　令和4年4月1日付けで、志田原 哲先生の後任として、唐津赤十字病院第8代院長を拝命いたしました。当院は昭和32年
に唐津市民病院より移管され、本年10月で65周年を迎えます。平成28年8月には、二タ子地区の旧病院より現在の和多田地
区に新築移転し、本年で６年目を迎えました。
　この間、令和２年に始まった新型コロナウイルス感染症は、第1波～7波と患者数の増減を繰り返しながら拡大し、令和4年
4月9日時点で、全国で700万人以上、死者は2万8,600人以上に拡大しています。当院の医療圏でも、唐津市だけで5,408人
の患者さんが確認され、全人口の4.6％に達しています。
　当院は感染症指定医療機関として、多くの新型コロナウイルス感染症の患者の診療を入院・外来で実施しています。病院
全体が一丸となって対応することでコロナ禍の難局を乗り越えようとしている兆しを感じております。
　今後の新型コロナウイルス感染症は、withコロナとしての医療活動が続いていくことになると考えら
れ、これまでの診療経験に基づき、新型コロナウイルス感染症対応の効率化・強化を行うとともに、当院
の従来からの使命である佐賀県北部医療圏の中核病院としての救急医療、急性期医療、がん医療、
赤十字病院の使命である災害医療への取り組みも強化し、コロナ禍前の診療実績の回復・発展が可
能となるように、診療体制を変革・充実していく必要があると考えています。
　これらの取り組みにおいても、当院の基本理念である、安心な医療、あたたかい看護、地域への貢
献を掲げて、地域医療の最後の砦としての使命を果たすべく、病院運営を心掛けていく決意です。皆様
のご支援とご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い致します。 新院長  宮原 正晴

ご自由にお持ちください
TAKE　　　FREE

温かいご意見、厳しいご意見それぞれ受け止めて今後の改善活動に活かしていきます。

外来

入院

総合満足度

　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。まだ
まだ予断を許さない状況
ですが、コロナ収束に向け、
これからも感染対策への
ご協力をお願いいたし
ます。

　11月に行ったアンケート調査には、多く
の方のご回答をいただきありがとうござい
ました。今回は外来420名、入院228名の
方 に々ご協力いただきました。

●Wi-Fiを整備してほしい。
●会計にタイムロスがあり遅い。

●看護師さんのやさしさと、
　笑顔がとてもうれしかった。
●たすけてくれてありがとう。

患者さんの声

当院の満足度

87.3％ 前回調査

88.7％［前年比－1.4％］

当院の満足度

97.2％ 前回調査

96.9％［前年比＋0.3％］

【退職医師】
志田原 哲 （院長）
茨木 一夫 （疾病予防センター長）
眞武 邦茂 （放射線科部長）
山元 芙美 （第2循環器内科副部長）
樋髙 秀憲 （内科医師）
窪津 祥仁 （内科医師）
平川 治樹 （内科医師）
北川 　浩 （外科医師）
木村 直也 （外科医師）
木幡 　亮 （呼吸器外科医師）
前田 稔弘 （整形外科医師）
井上 隆広 （整形外科医師）
中城 博子 （脳神経外科医師）
門田 千穂 （産婦人科医師）
上村 貴志 （眼科医師）
郷原 　的 （麻酔科医師）
白 　晙永 （麻酔科医師）
早渕 友理 （麻酔科医師）
井上 須磨 （内科レジデント）
南 　優希 （内科レジデント）
江口 紘平 （内科レジデント）
荻野 祐也 （内科レジデント）
中村 圭佑 （小児科レジデント）
土居 雄太 （整形外科レジデント）
川口 晃三 （皮膚科レジデント）
深澤 和憲 （放射線科レジデント）
中村 美結 （研修医）
筒井 正道 （研修医）
荒木 大夢 （研修医）
八ヶ代 康将 （研修医）
今村 美乃莉 （研修医）
相良 駿介 （研修医）
桑畑 亮平 （研修医）
田野 貴美子 （研修医）

研修医の紹介
2022年度

王丸 翔馬

　4月より研修医としてお世話になり
ます王丸翔馬です。唐津には何度か
来たことがあり、美味しい食べ物や
綺麗な山や海が印象的でした。豊か
な自然に囲まれた唐津で働けること
に感謝しながら、地域の皆様のお役
に立てるように精一杯努力していき
ます。どうぞよろしくお願いします。

おう    まる    　しょう     ま

緒方 裕文

　唐津赤十字病院の皆様初めまして、緒
方裕文と申します。出身は高知県で、福岡
大学医学部を卒業しました。幼いころから
柔道をしており、体力には自信があります。
（大学時代には鏡山を自転車で登り切りま
した）趣味は散歩、食べ歩き、旅行、DIY、
スニーカー集め等があります。患者様一人
一人に寄り添った医療を提供できるように
頑張ります。どうぞよろしくお願いします。

 お     がた    　ひろ   ふみ

明利 春菜

　2022年4月よりお世話になります。
佐賀大学出身の明利春菜と申します。
小中高と学生時代を過ごした唐津
市で研修できることを非常に嬉しく、
ありがたく思っています。患者様の立
場に立って不安や悩みに寄り添うこ
とを第一に心がけ、日々精一杯努力
していく所存です。何卒宜しくお願い
いたします。

めい     り      　はる     な

矢原 徹郎

　この度唐津赤十字病院にて研修
させていただくことになりました矢原
徹郎と申します。福岡出身ですが、唐
津の方には何度か遊びに来たことが
あり、唐津城や虹ノ松原など綺麗な
場所が多いと感じました。まだまだ唐
津のことは知らないことが多いです
が、地域の皆様の役に立てるよう精
一杯頑張ります。よろしくお願いします。

 や     はら    　てつ    ろう

楠本 諭史

　この度、唐津赤十字病院で初期
研修をさせていただくことになりまし
た、楠本諭史と申します。出身は鹿児
島県で、学生時代は大分県で過ごし
ました。生まれつき顔に母斑というあ
ざがあり、患者様やご家族の気持ち
に寄り添いたいと考えたのが医師を
志したきっかけです。気軽にお声が
けいただけると嬉しいです。

くす     もと    　さと      し

久保山 紘至

　4月より初期研修医としてお世話
になります、久保山絋至と申します。
岐阜大学を卒業しましたが、故郷で
ある佐賀県の医療に携わりたいと
考え、この地へ戻って参りました。皆
様のお役に立てるよう精進いたしま
すので、何卒よろしくお願い申し上
げます。

 く     ぼ  やま     こう     し 



新副院長・新任医師の紹介
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田代 克弥
｜副院長｜

　この度2022年4月1日より副院長を拝命いたしました田代克弥です。当院には2018年からお世話になって
おり、四年過ぎてようやくこの地域のことを少しずつわかるようになってきたところです。
　福岡県直方市で生まれ育ち佐賀医科大学（現 佐賀大学医学部）を1987年に卒業しました。その後は小
児科医として各施設で研鑽を積ませていただきました。また、大学院では佐賀大学病理学教室で4年間、ケ
ンタッキー大学で2年半研究しており、何れも血管病理についての研究に従事させていただきました。
　専門領域は小児循環器で、こちらに来るまでの14年間は先天性心疾患、不整脈、川崎病、心筋疾患等の診
療と川崎病等の研究を佐賀大学で行ってきました。しかし、通常小児科はご存知の通り、小児に関する全ての
疾患を対象としますので、成人科とは異なり、幅広く対応することが求められる診療科です。このため、こちらに
来てからは専門領域だけではなく新生児、感染症、気管支喘息、循環器以外の先天性疾患、自律神経失調症
等色んな患者さんの診療に当たっております。
　現在私を含めた6名の小児科医で2021年の１年間に9039人の外来患者さんと845名の入院患者さんの
診療に当たりました。この診療から数多くのこと学び、この地域の小児医療の充実にお役立てるように精進して
いるところです。
　今回、勤務医として残された時間が少なくなったところでこのような重責を拝命いたしました。30年を超えた
医師活動で得たものを小児科診療のみならず、地域基幹施設である唐津赤十字病院全体の向上に役立てて
いければと思っています。宮原院長の新体制の下、微力ではありますが貢献できるよう誠心誠意努めてまいりま
すので宜しくお願いいたします。

 た     しろ      かつ    や

蒲池 和晴
かま     ち     　かず    はる

　血液内科を担当させていただきます。全集中でベスト
を尽くす所存です。どうぞよろしくお願いいたします。

｜内科医師｜

村山 賢一郎
むら    やま     　けん   いち    ろう

　令和4年4月1日付で、佐賀県医療センター好生館よ
り着任いたしました。これまで大学病院や市中病院で
肝臓・胆道・膵臓の内科疾患を中心に診療してまいりま
した。微力ながら、地域医療に貢献したいと存じますの
で、何卒よろしくお願いいたします。

｜内科医師｜

竹内 祐樹
たけ    うち　     ゆう     き

　皆様はじめまして、2022年4月より赴任しました竹内
祐樹です。内視鏡での検査や治療を中心に携わらせて
いただきます。コロナ禍で先見えぬ不安も多いですが、
少しでもお役に立てますよう邁進してまいりますのでよろ
しくお願いします。

｜内科医師｜

原口 哲郎
はら    ぐち    　てつ    ろう

　はじめまして。呼吸器内科の原口です。唐津の医療に
貢献できるように頑張ります。よろしくお願いします。

｜内科医師｜

小路 梓
 こ  う  じ    　あずさ

　はじめまして。小児科の小路梓と申します。日々子どもたちの
笑顔に癒されています。子どもたちの成長過程に携わることので
きるこのお仕事にとても魅力を感じています。唐津は初めての地
ですが、唐津のことも大好きになって、みなさんに寄り添った医
療ができるよう頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

｜小児科医師｜

櫻井 良太
さくら    い     　りょう    た

　はじめまして。佐賀大学から来ました櫻井良太と申し
ます。初期研修医として2年間育てていただいた唐津赤
十字病院で再び勤務できることを嬉しく思っております。
少しでも患者様の不安を取り除けるよう努力して参りま
す。

｜外科医師｜

岩下 英紀
いわ    した    　ひで     き

　脳神経外科へ赴任となりました岩下英紀です。みな
さまには外傷や脳卒中の際にお役に立てれば幸いです。
コロナ禍が続きますが、手足のしびれなどあるときは、我
慢せずに受診をされてください。

｜脳神経外科医師｜

花島 克幸
はな    しま    　かつ   ゆき

　この度産婦人科に赴任いたしました花島克幸と申します。佐賀
大学大学院博士課程卒業を経て10年ぶりに唐津赤十字病院へ
戻ってまいりました。唐津市を含む佐賀県北部は産婦人科医が少
ない現状ではありますが、妊娠中の方や婦人科疾患の患者様の
安心に貢献できるよう尽力いたします。よろしくお願い申し上げます。

｜産婦人科医師｜

安武 朋寛
やす   たけ       とも    ひろ

　地域医療に貢献したいと思い、患者様にとって最善
の眼科医療を提供できるよう常に努力を積み重ねます。
眼に関する悩みや気になる症状を気軽にご相談くださ
い。英語も話せますので、海外の方もお気軽に来院して
いただければと思います。

｜眼科医師｜

中村 由香里
なか   むら     　ゆ      か      り

　今年度から唐津赤十字病院に赴任いたしました。専
門は放射線診断であり、患者さんたちと接する機会は
あまりないのですが、皆様のお役に立てるよう頑張りま
す。どうぞよろしくお願いします。

｜放射線科医師｜

小田 剛
 お      だ    　たけし

　放射線科医師小田剛と申します。我々放射線科医は
普段患者様と接する機会は少ないですが、画像診断を
通して実は多くの患者様と接しています。より良い診断
をできるよう頑張って参りますので、どうぞよろしくお願
いします。

｜放射線科医師｜

津田 太陽
 つ      だ     　たい    よう

　4月より麻酔科に赴任させて頂くことになりました。手
術を受けられる患者様と接することが多いと思います
が、少しでも手術に対する不安や、術後の痛みを取り除
き、安全に手術を受けて頂けるよう努めて参りますので
よろしくお願いします。

｜麻酔科医師｜

落合 晋
おち    あい  　すすむ

　安心安全な麻酔を提供します。よろしくお願いします。

｜麻酔科医師｜

畠中 麻衣
はた   なか     　ま      い

　4月から唐津赤十字病院でお世話になる麻酔科の
畠中麻衣です。手術を受ける方々の気持ちが少しでも
軽くなるよう、サポートできればと思っています。お気軽
にお声掛けください。

｜麻酔科医師｜

吉武 邦将
よし    たけ       くに    まさ

　唐津の地域医療に貢献できるよう、がんばります。よ
ろしくお願いします。

｜救急科医師｜

森田 竜麻
 もり     た　     りゅう     ま

　2021年4月より、済生会から当院での診療に従事させて
頂く事となりました。消化器内科を専門として、皆様方の健
康増進・維持の一助となるべく更なる努力を重ねて参ります。
皆様にわかりやすい説明を行い、かつ苦痛の少ない検査
を行うようにいたします。何卒よろしくお願いいたします。

｜内科レジデント｜

落合 由佳
おち    あい　     ゆ      か

　初めまして、内科レジデントの落合由佳といいます。大学
時代はヨットをやっており、海が綺麗な唐津に来ることがで
きてとても嬉しいです。慣れないことも多いかと思いますが、
精一杯務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。

｜内科レジデント｜

白水 萌子
しろ    うず     　もえ     こ

　今年度より赴任いたしました白水萌子と申します。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精一
杯頑張りますので、よろしくお願いいたします。

｜内科レジデント｜

佐藤 智則
  さ      とう     　とも    のり

　地域の方々により良い医療を届けることができるよう
に日々精進いたします。

｜感染症内科レジデント｜

澁木 祥太
しぶ　  き　     しょう    た

　令和4年4月より赴任いたしました内科の渋木祥太と申
します。自治医科大学を卒業後、佐賀大学医学部附属病院、
医療センター好生館で初期臨床研修を行いました。研修を
明けたばかりで未熟なところが多々ありますが、日々精進し
て参りますのでよろしくお願いします。

｜循環器内科レジデント｜

脇園 敦士
わき    ぞの　    あつ     し

　はじめまして。4月より北九州の病院から参りました脇園
と申します。呼吸器外科を専攻としておりますが、外科全般
において診療に携わらせていただきます。唐津の地は初め
てですが、少しでも早く慣れて、皆様のお力になれたらと思
い頑張って参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

｜呼吸器外科レジデント｜

古賀 源基
  こ      が　      もと      き　

　この度、佐賀県医療センター好生館から異動となりまし
た。整形外科医の古賀源基と申します。適切な診断と治療
により患者様のQOLを上げることに魅力を感じ、整形外科
医となりました。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。

｜整形外科レジデント｜

西村 美紅
にし     むら        み       く

　4月からお世話になります。研修期間を終え、レジデントと
して皮膚についてより一層勉強させていただき、自分のスキ
ルを磨きたいと思っています。よろしくお願いします。

｜皮膚科レジデント｜

古川 舜理
ふる    かわ　    しゅん  すけ

　皆様はじめまして。4月から採用となりました古川と申
します。今回、この唐津赤十字病院で働く機会を得られ
たことを大変嬉しく思います。外科医として地域の皆様
に愛されるよう、心あるプロフェッショナルとして日々の診
療に全力で取り組んでまいります。

｜外科医師｜

谷 ありさ
たに

　4月1日より唐津赤十字病院に赴任してきました形成
外科の谷ありさです。診てもらえてよかったと言ってい
ただけるような診療に努めていきたいと思っています。ど
んなことでもできる限り対応していきたいと思っていま
すのでお気軽にご相談ください。

｜形成外科医師｜

前田 向陽
まえ     だ　     こう     よう

　皆様が健康な生活を送ることができるよう、貢献して
参ります。よろしくお願いいたします。

｜整形外科医師｜

森本 辰紀
 もり     もと     　たつ    き

　はじめまして。整形外科医師の森本辰紀と申します。
この度は10数年ぶりに佐賀の地へ戻り、唐津で仕事が
できることをとても嬉しく思っております。若輩者ではあ
りますが、精一杯頑張る所存ですので、よろしくお願い
いたします。

｜整形外科医師｜
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田代 克弥
｜副院長｜

　この度2022年4月1日より副院長を拝命いたしました田代克弥です。当院には2018年からお世話になって
おり、四年過ぎてようやくこの地域のことを少しずつわかるようになってきたところです。
　福岡県直方市で生まれ育ち佐賀医科大学（現 佐賀大学医学部）を1987年に卒業しました。その後は小
児科医として各施設で研鑽を積ませていただきました。また、大学院では佐賀大学病理学教室で4年間、ケ
ンタッキー大学で2年半研究しており、何れも血管病理についての研究に従事させていただきました。
　専門領域は小児循環器で、こちらに来るまでの14年間は先天性心疾患、不整脈、川崎病、心筋疾患等の診
療と川崎病等の研究を佐賀大学で行ってきました。しかし、通常小児科はご存知の通り、小児に関する全ての
疾患を対象としますので、成人科とは異なり、幅広く対応することが求められる診療科です。このため、こちらに
来てからは専門領域だけではなく新生児、感染症、気管支喘息、循環器以外の先天性疾患、自律神経失調症
等色んな患者さんの診療に当たっております。
　現在私を含めた6名の小児科医で2021年の１年間に9039人の外来患者さんと845名の入院患者さんの
診療に当たりました。この診療から数多くのこと学び、この地域の小児医療の充実にお役立てるように精進して
いるところです。
　今回、勤務医として残された時間が少なくなったところでこのような重責を拝命いたしました。30年を超えた
医師活動で得たものを小児科診療のみならず、地域基幹施設である唐津赤十字病院全体の向上に役立てて
いければと思っています。宮原院長の新体制の下、微力ではありますが貢献できるよう誠心誠意努めてまいりま
すので宜しくお願いいたします。

 た     しろ      かつ    や

蒲池 和晴
かま     ち     　かず    はる

　血液内科を担当させていただきます。全集中でベスト
を尽くす所存です。どうぞよろしくお願いいたします。

｜内科医師｜

村山 賢一郎
むら    やま     　けん   いち    ろう

　令和4年4月1日付で、佐賀県医療センター好生館よ
り着任いたしました。これまで大学病院や市中病院で
肝臓・胆道・膵臓の内科疾患を中心に診療してまいりま
した。微力ながら、地域医療に貢献したいと存じますの
で、何卒よろしくお願いいたします。

｜内科医師｜

竹内 祐樹
たけ    うち　     ゆう     き

　皆様はじめまして、2022年4月より赴任しました竹内
祐樹です。内視鏡での検査や治療を中心に携わらせて
いただきます。コロナ禍で先見えぬ不安も多いですが、
少しでもお役に立てますよう邁進してまいりますのでよろ
しくお願いします。

｜内科医師｜

原口 哲郎
はら    ぐち    　てつ    ろう

　はじめまして。呼吸器内科の原口です。唐津の医療に
貢献できるように頑張ります。よろしくお願いします。

｜内科医師｜

小路 梓
 こ  う  じ    　あずさ

　はじめまして。小児科の小路梓と申します。日々子どもたちの
笑顔に癒されています。子どもたちの成長過程に携わることので
きるこのお仕事にとても魅力を感じています。唐津は初めての地
ですが、唐津のことも大好きになって、みなさんに寄り添った医
療ができるよう頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

｜小児科医師｜

櫻井 良太
さくら    い     　りょう    た

　はじめまして。佐賀大学から来ました櫻井良太と申し
ます。初期研修医として2年間育てていただいた唐津赤
十字病院で再び勤務できることを嬉しく思っております。
少しでも患者様の不安を取り除けるよう努力して参りま
す。

｜外科医師｜

岩下 英紀
いわ    した    　ひで     き

　脳神経外科へ赴任となりました岩下英紀です。みな
さまには外傷や脳卒中の際にお役に立てれば幸いです。
コロナ禍が続きますが、手足のしびれなどあるときは、我
慢せずに受診をされてください。

｜脳神経外科医師｜

花島 克幸
はな    しま    　かつ   ゆき

　この度産婦人科に赴任いたしました花島克幸と申します。佐賀
大学大学院博士課程卒業を経て10年ぶりに唐津赤十字病院へ
戻ってまいりました。唐津市を含む佐賀県北部は産婦人科医が少
ない現状ではありますが、妊娠中の方や婦人科疾患の患者様の
安心に貢献できるよう尽力いたします。よろしくお願い申し上げます。

｜産婦人科医師｜

安武 朋寛
やす   たけ       とも    ひろ

　地域医療に貢献したいと思い、患者様にとって最善
の眼科医療を提供できるよう常に努力を積み重ねます。
眼に関する悩みや気になる症状を気軽にご相談くださ
い。英語も話せますので、海外の方もお気軽に来院して
いただければと思います。

｜眼科医師｜

中村 由香里
なか   むら     　ゆ      か      り

　今年度から唐津赤十字病院に赴任いたしました。専
門は放射線診断であり、患者さんたちと接する機会は
あまりないのですが、皆様のお役に立てるよう頑張りま
す。どうぞよろしくお願いします。

｜放射線科医師｜

小田 剛
 お      だ    　たけし

　放射線科医師小田剛と申します。我々放射線科医は
普段患者様と接する機会は少ないですが、画像診断を
通して実は多くの患者様と接しています。より良い診断
をできるよう頑張って参りますので、どうぞよろしくお願
いします。

｜放射線科医師｜

津田 太陽
 つ      だ     　たい    よう

　4月より麻酔科に赴任させて頂くことになりました。手
術を受けられる患者様と接することが多いと思います
が、少しでも手術に対する不安や、術後の痛みを取り除
き、安全に手術を受けて頂けるよう努めて参りますので
よろしくお願いします。

｜麻酔科医師｜

落合 晋
おち    あい  　すすむ

　安心安全な麻酔を提供します。よろしくお願いします。

｜麻酔科医師｜

畠中 麻衣
はた   なか     　ま      い

　4月から唐津赤十字病院でお世話になる麻酔科の
畠中麻衣です。手術を受ける方々の気持ちが少しでも
軽くなるよう、サポートできればと思っています。お気軽
にお声掛けください。

｜麻酔科医師｜

吉武 邦将
よし    たけ       くに    まさ

　唐津の地域医療に貢献できるよう、がんばります。よ
ろしくお願いします。

｜救急科医師｜

森田 竜麻
 もり     た　     りゅう     ま

　2021年4月より、済生会から当院での診療に従事させて
頂く事となりました。消化器内科を専門として、皆様方の健
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｜内科レジデント｜

落合 由佳
おち    あい　     ゆ      か
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　地域の方々により良い医療を届けることができるよう
に日々精進いたします。

｜感染症内科レジデント｜

澁木 祥太
しぶ　  き　     しょう    た

　令和4年4月より赴任いたしました内科の渋木祥太と申
します。自治医科大学を卒業後、佐賀大学医学部附属病院、
医療センター好生館で初期臨床研修を行いました。研修を
明けたばかりで未熟なところが多々ありますが、日々精進し
て参りますのでよろしくお願いします。

｜循環器内科レジデント｜

脇園 敦士
わき    ぞの　    あつ     し

　はじめまして。4月より北九州の病院から参りました脇園
と申します。呼吸器外科を専攻としておりますが、外科全般
において診療に携わらせていただきます。唐津の地は初め
てですが、少しでも早く慣れて、皆様のお力になれたらと思
い頑張って参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

｜呼吸器外科レジデント｜

古賀 源基
  こ      が　      もと      き　

　この度、佐賀県医療センター好生館から異動となりまし
た。整形外科医の古賀源基と申します。適切な診断と治療
により患者様のQOLを上げることに魅力を感じ、整形外科
医となりました。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。

｜整形外科レジデント｜

西村 美紅
にし     むら        み       く

　4月からお世話になります。研修期間を終え、レジデントと
して皮膚についてより一層勉強させていただき、自分のスキ
ルを磨きたいと思っています。よろしくお願いします。

｜皮膚科レジデント｜

古川 舜理
ふる    かわ　    しゅん  すけ

　皆様はじめまして。4月から採用となりました古川と申
します。今回、この唐津赤十字病院で働く機会を得られ
たことを大変嬉しく思います。外科医として地域の皆様
に愛されるよう、心あるプロフェッショナルとして日々の診
療に全力で取り組んでまいります。

｜外科医師｜

谷 ありさ
たに

　4月1日より唐津赤十字病院に赴任してきました形成
外科の谷ありさです。診てもらえてよかったと言ってい
ただけるような診療に努めていきたいと思っています。ど
んなことでもできる限り対応していきたいと思っていま
すのでお気軽にご相談ください。

｜形成外科医師｜

前田 向陽
まえ     だ　     こう     よう

　皆様が健康な生活を送ることができるよう、貢献して
参ります。よろしくお願いいたします。

｜整形外科医師｜

森本 辰紀
 もり     もと     　たつ    き

　はじめまして。整形外科医師の森本辰紀と申します。
この度は10数年ぶりに佐賀の地へ戻り、唐津で仕事が
できることをとても嬉しく思っております。若輩者ではあ
りますが、精一杯頑張る所存ですので、よろしくお願い
いたします。

｜整形外科医師｜
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感染拡大防止への
ご協力のお願い

患者満足度調査結果

退任のごあいさつ

前院長  志田原 哲

　時間が流れていくのは早いものです。昭和59年7月に赴任して38年、院長という大役を引き受けて14年があっという間に過ぎ
ていきました。
　簡単ではありますが、私自身と当院の歩みを振り返ってみます。
　故郷である唐津に帰って来られたのは、サラリーマンの息子で医学界にはまったく無知だった私が九大整形外科にたまたま
入局したことによります。
　当院に赴任してしばらくすると、ボーナスの引き下げ、遅配があり、経営状態が危機的であることを知りました。その後、職員一丸
となって、「唐津の医療を守る最後の砦」という決意のもとに奮闘し、平成4年から始まる院内での「病院活性化委員会」、平成5
年から外部委員を交えた「経営改善委員会」にて、今後の医療への取り組み、方向性、資金援助が決定されていきました。その結
果、平成8年度以降の経営状況は好転しました。
　次の課題は、昭和54年から56年にかけて全面改築した病院の老朽化への対応でした。時代の経過と共に医療の進歩、医療
制度の変化により、非効率な病院構造となっていました。平成20年度の運営協議会で５年間の新病院建
設計画を提案したところ、タイミングよく国から地域医療再生臨時交付金の通知があり、地域の皆さまと協
議の上、「地域医療センターエリア構想」を県に提出し採択されました。多くの方の努力により、移転地、財
政スキーム、設計・施工業者等が決定し、平成28年に移転新築することができました。
　これから当院は、宮原新院長をトップとした新体制のもとで佐賀県北部の中核的医療を担う病院として
歩みを進めて参ります。今後もより一層のお力添えをお願いいたします。
　最後になりますが、長きにわたり支えてくださった地域の皆さまと関係者の皆さまに心からお礼を申し上
げます。本当にありがとうございました。
※令和4年4月1日付で名誉院長に就任しました。

新任のごあいさつ
　令和4年4月1日付けで、志田原 哲先生の後任として、唐津赤十字病院第8代院長を拝命いたしました。当院は昭和32年
に唐津市民病院より移管され、本年10月で65周年を迎えます。平成28年8月には、二タ子地区の旧病院より現在の和多田地
区に新築移転し、本年で６年目を迎えました。
　この間、令和２年に始まった新型コロナウイルス感染症は、第1波～7波と患者数の増減を繰り返しながら拡大し、令和4年
4月9日時点で、全国で700万人以上、死者は2万8,600人以上に拡大しています。当院の医療圏でも、唐津市だけで5,408人
の患者さんが確認され、全人口の4.6％に達しています。
　当院は感染症指定医療機関として、多くの新型コロナウイルス感染症の患者の診療を入院・外来で実施しています。病院
全体が一丸となって対応することでコロナ禍の難局を乗り越えようとしている兆しを感じております。
　今後の新型コロナウイルス感染症は、withコロナとしての医療活動が続いていくことになると考えら
れ、これまでの診療経験に基づき、新型コロナウイルス感染症対応の効率化・強化を行うとともに、当院
の従来からの使命である佐賀県北部医療圏の中核病院としての救急医療、急性期医療、がん医療、
赤十字病院の使命である災害医療への取り組みも強化し、コロナ禍前の診療実績の回復・発展が可
能となるように、診療体制を変革・充実していく必要があると考えています。
　これらの取り組みにおいても、当院の基本理念である、安心な医療、あたたかい看護、地域への貢
献を掲げて、地域医療の最後の砦としての使命を果たすべく、病院運営を心掛けていく決意です。皆様
のご支援とご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い致します。 新院長  宮原 正晴

ご自由にお持ちください
TAKE　　　FREE

温かいご意見、厳しいご意見それぞれ受け止めて今後の改善活動に活かしていきます。

外来

入院

総合満足度

　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。まだ
まだ予断を許さない状況
ですが、コロナ収束に向け、
これからも感染対策への
ご協力をお願いいたし
ます。

　11月に行ったアンケート調査には、多く
の方のご回答をいただきありがとうござい
ました。今回は外来420名、入院228名の
方 に々ご協力いただきました。

●Wi-Fiを整備してほしい。
●会計にタイムロスがあり遅い。

●看護師さんのやさしさと、
　笑顔がとてもうれしかった。
●たすけてくれてありがとう。

患者さんの声

当院の満足度

87.3％ 前回調査

88.7％［前年比－1.4％］

当院の満足度

97.2％ 前回調査

96.9％［前年比＋0.3％］

【退職医師】
志田原 哲 （院長）
茨木 一夫 （疾病予防センター長）
眞武 邦茂 （放射線科部長）
山元 芙美 （第2循環器内科副部長）
樋髙 秀憲 （内科医師）
窪津 祥仁 （内科医師）
平川 治樹 （内科医師）
北川 　浩 （外科医師）
木村 直也 （外科医師）
木幡 　亮 （呼吸器外科医師）
前田 稔弘 （整形外科医師）
井上 隆広 （整形外科医師）
中城 博子 （脳神経外科医師）
門田 千穂 （産婦人科医師）
上村 貴志 （眼科医師）
郷原 　的 （麻酔科医師）
白 　晙永 （麻酔科医師）
早渕 友理 （麻酔科医師）
井上 須磨 （内科レジデント）
南 　優希 （内科レジデント）
江口 紘平 （内科レジデント）
荻野 祐也 （内科レジデント）
中村 圭佑 （小児科レジデント）
土居 雄太 （整形外科レジデント）
川口 晃三 （皮膚科レジデント）
深澤 和憲 （放射線科レジデント）
中村 美結 （研修医）
筒井 正道 （研修医）
荒木 大夢 （研修医）
八ヶ代 康将 （研修医）
今村 美乃莉 （研修医）
相良 駿介 （研修医）
桑畑 亮平 （研修医）
田野 貴美子 （研修医）

研修医の紹介
2022年度

王丸 翔馬

　4月より研修医としてお世話になり
ます王丸翔馬です。唐津には何度か
来たことがあり、美味しい食べ物や
綺麗な山や海が印象的でした。豊か
な自然に囲まれた唐津で働けること
に感謝しながら、地域の皆様のお役
に立てるように精一杯努力していき
ます。どうぞよろしくお願いします。

おう    まる    　しょう     ま

緒方 裕文

　唐津赤十字病院の皆様初めまして、緒
方裕文と申します。出身は高知県で、福岡
大学医学部を卒業しました。幼いころから
柔道をしており、体力には自信があります。
（大学時代には鏡山を自転車で登り切りま
した）趣味は散歩、食べ歩き、旅行、DIY、
スニーカー集め等があります。患者様一人
一人に寄り添った医療を提供できるように
頑張ります。どうぞよろしくお願いします。

 お     がた    　ひろ   ふみ

明利 春菜

　2022年4月よりお世話になります。
佐賀大学出身の明利春菜と申します。
小中高と学生時代を過ごした唐津
市で研修できることを非常に嬉しく、
ありがたく思っています。患者様の立
場に立って不安や悩みに寄り添うこ
とを第一に心がけ、日々精一杯努力
していく所存です。何卒宜しくお願い
いたします。

めい     り      　はる     な

矢原 徹郎

　この度唐津赤十字病院にて研修
させていただくことになりました矢原
徹郎と申します。福岡出身ですが、唐
津の方には何度か遊びに来たことが
あり、唐津城や虹ノ松原など綺麗な
場所が多いと感じました。まだまだ唐
津のことは知らないことが多いです
が、地域の皆様の役に立てるよう精
一杯頑張ります。よろしくお願いします。

 や     はら    　てつ    ろう

楠本 諭史

　この度、唐津赤十字病院で初期
研修をさせていただくことになりまし
た、楠本諭史と申します。出身は鹿児
島県で、学生時代は大分県で過ごし
ました。生まれつき顔に母斑というあ
ざがあり、患者様やご家族の気持ち
に寄り添いたいと考えたのが医師を
志したきっかけです。気軽にお声が
けいただけると嬉しいです。

くす     もと    　さと      し

久保山 紘至

　4月より初期研修医としてお世話
になります、久保山絋至と申します。
岐阜大学を卒業しましたが、故郷で
ある佐賀県の医療に携わりたいと
考え、この地へ戻って参りました。皆
様のお役に立てるよう精進いたしま
すので、何卒よろしくお願い申し上
げます。

 く     ぼ  やま     こう     し 


