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平成３０年度新入職員入職式

平成30年4月2日(月)
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４月２日に入職式が行われ、今年も新しい仲間を
迎えることができました。

正木センター長より、入職式恒例である当院が設
立された経緯と役割の説明とともに、新入職員へ
の激励の挨拶がありました。

また、茶川病院長の挨拶では、これから新入職員で
ある皆さんをしっかり指導して育てて行くつもりで
あることと、当院は地域に信頼されている病院なの
で、そのような職場で働けていることを誇りに思っ
て欲しいとのお言葉がありました。

茶川病院長により各職種の代表者に辞令交付が
行なわれ、新入職員代表として古六薬剤師が宣
誓し抱負を述べました。

ＴＭ・各部署長を紹介し、新入職員もそれぞれ
挨拶を行って、式は終了となりました。



この度、看護師として入職
しました角本です。
緊張していますが、１つ１つ
の日々のお仕事を丁寧に行い、
精進していきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

２階病棟看護師 角本 恵梨
かどもと え り

この度入職となりました看護部
の倉重です。
早く職場に慣れ、適切な看護を
提供することで患者様が住み慣
れた地域に戻れるよう支援して
いけるよう努力していきたいと
思っています。よろしくお願い
します。

４階病棟看護師 倉重 美伽
くらしげ み か

岩国YMCA国際医療福祉専門

学校を卒業し、この度より、
岩国市医療センター医師会
病院で働かせて頂ける事を
とても嬉しく思います！! 
これから日々、努力していき
ますので、厳しく、ご指導
よろしくおねがいいたします。

２階病棟看護師 仲谷 未和子
なかたに み わ こ

４月より、回復期リハビリ
テーション病棟に配属に
なりました、中川佳奈です。
不安もありますが、地域医
療に貢献できるよう、精一杯
頑張りたいと思っています。
よろしくお願いします。

リハビリ病棟看護師 中川 佳奈
なかがわ か な

岩国YMCA専門学校を卒

業し、この度より岩国市
医療センター医師会病院
で働かせていただくこと
になりました。よろしく
お願いします。

３階病棟看護師 中村 孝輔
なかむら こうすけ

４月から看護師として
お世話になります。
不器用な人間ですので
ご迷惑をかけることも
あるかと思いますが、
一生懸命がんばります
ので、ご指導よろしく
お願いいたします。

３階病棟看護師 牧野 夏実
まきの なつみ

岩国YMCA国際医療福祉専門学校

保健看護学科を卒業しました。
当院で実習させていただく中で、
笑顔で地域に退院していく患者
さんを見て、同じ岩国市民とし
て患者さんが地域に戻れるように
支援・看護していきたいと思い、
当院の入職を希望しました。
これからよろしくお願いします。

３階病棟看護師 山田 咲
やまだ さき

岩国市医療センター医師会病院だより 第112号

４月から看護師として
働かせていただきます。
技術等、未熟な私ですが、
一生懸命頑張りますので
ご指導のほうよろしく
お願いいたします。

４階病棟看護師 金子 真夕
かねこ ま ゆ

看護部新入職員紹介



薬剤部の古六瞳です。
まだまだ未熟者ですので、これ
から先輩方の教えのもと、日々
精進して参りたいと思います。
そして、地域に貢献出来たら幸
いです。何卒、よろしくお願い
いたします。

薬剤師 古六 瞳
ころく ひとみ薬剤部

１日でも早く、一人前に
仕事ができるよう頑張り
ますので、よろしくお願
い致します。

管理栄養士 松本 絵里子
まつもと え り こ

栄養部

この度、事務職員として勤務す
ることになりました大竹有美と
申します。
一日も早く戦力となれるよう、
努力してまいります。
よろしくお願い致します。

事務職員 大竹 有美
おおたけ ゆ み

事務部医事課

山口県の防府市から岩国市に来ました。
YICリハビリテーション大学校を卒業し、

理学療法士になることができました。
趣味は映画鑑賞とスポーツ観戦です。
野球、プロレス、サッカーなど色々好
きなので話しかけてください。
岩国市のことはまだ分からないことが
多いので、地域の方との出会いの中で
知れていけたらと思います。
頑張っていきますのでよろしくおねが
いします。

理学療法士 有富 友哉
ありどみ ともや

リハビリ部

僕は、岩国市出身です。学校は、
リハビリテーションカレッジ島根
に４年間通いました。自然に囲ま
れた良い場所でした。
岩国市医療センター医師会病院に
就職した理由は、理学療法士にな
りたいと思った原点がここだった
からです。
原点であるこの場所で多くの方々
に元気を与えられるよう頑張りた
いと思います。

理学療法士 勝田 裕斗
かつだ ひろと

リハビリ部

出身は島根県ですが、岡山の川崎リハ
ビリテーションを卒業しました。今は
岩国で一人暮らしをしています。
趣味は小さい頃からサッカーをしてい
たので、体を動かすこと、映画鑑賞で
す。今年はワールドカップイヤーなの
で、サッカーのことで気軽に話かけて
くださるとうれしいです。
今年から新生活が始まり、不安なこと
もたくさんありますが、たくさんの方
の助けになれるよう頑張っていきたい
と思います。よろしくお願いします。

理学療法士 山本 晃基
やまもと こうき

リハビリ部

宇部市からこちらでの就職を機に
引っ越して参りました。新生活は
不安だらけですが、一刻も早く新
しい環境や仕事に慣れることがで
きるようにがんばります。ご迷惑
をおかけするかもしれませんが、
よろしくお願いします。

作業療法士 小山 はるか
こやま

リハビリ部

出身は、福岡県の北九州です。
北九州は悪いイメージがあると
思いますが、実際は安全な所です。
岩国の事が何もわからないので
教えて頂けると嬉しいです。
興味はスポーツです。特に球技が
好きなのでスポーツ好きの方は一
緒に出来ると嬉しいです。
よろしくお願いします。

放射線技師 藤垣 拓也
ふじがき たくや放射線部
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非常勤医師紹介

【診療日：毎週火曜日】

【診療日：毎週水曜日午前中】

岩国市医療センター医師会病院だより 第112号

リハビリテーション科 松本 彰紘 先生
まつもと あきひろ

（広島大学病院）

リハビリテーション科 柳居 理絵子 先生
やない りえこ

★専門領域は何ですか?
リハビリテーション科 領域全般

（脳神経疾患、運動器疾患、高次脳機能障害、摂食嚥下障害 等）

★得意な疾患について教えてください
リハビリテーションでのアプローチを必要としている症状で
有れば、疾患を問わず、専門職として関わりたいという思い
があります。

★アピールポイント・ひと言メッセージなど
診療を重ねる毎に、お互いの理解を深めることができる様、丁寧な診療を心がけています。

★専門領域は何ですか?
リハビリに関わる疾患を全般的に診察しています。

★得意な疾患について教えてください
脊椎関係、骨盤骨折、下肢骨折、脳卒中

★アピールポイント・ひと言メッセージなど
患者さんやご家族の希望に沿った診療ができるよう心がけています。
よろしくお願いします。ちなみに、出身は山口県宇部市です。

★先生のご趣味は何ですか？
学生時代はバスッケトボールをしていました。

泌尿器科 田原 正則 先生
たはら まさのり

（山口大学病院）

【診療日：毎週水曜日午後】

★診療科の特色を教えてください

★得意な疾患について教えてください

★先生のご趣味は何ですか？
ドライブ、つり、スノーボード、旅行です。

★アピールポイント・ひと言メッセージなど

今話題の過活動膀胱をはじめとして、前立腺肥大症など、
排尿障害や腎・膀胱・前立腺等の癌の治療も行っています。

泌尿器科一般です。

岩国をはじめ、周辺地域の皆さんのために、頑張りたいと思います。



第４回医師会病院まつり開催！
６月１６日(土) 13:00より

※内容等の詳細は、次号でお知らせします

 (午前中のみ) 　平成３０年 ４月 １日現在

月 火 水 木 金 土

木村 一紀
(午前)

　
＊毎週木曜日(9時～16時半)は 佐々木 輝昌 が 外来
  診療を 行っています

＊糖尿病教室は、毎週月・木曜日、第２･４金曜日の
  15時から行っています

田原 正則
(午後)

中藤 嘉人 中藤 嘉人
(午前) (午前)

（第1･第3）

熊野 健一 熊野 健一 熊野 健一 原田 英宜
(午前) (午前)

金谷 雄平
(午前)

（第1･第3）
末廣 栄一

（第２）

井本 浩哉

 

交替（午前）

森脇 宣允
木村 浩彰

 ★ 紹介状は必ずお持ち下さい　

交替 交替

岩国市医療センター医師会病院 外来診療担当医師

 総合診療科
＊毎週月曜日(9時～12時半)は 木村 一紀 が診療を
  行っています

 糖尿病内科
 血液内科

佐々木 輝昌

福田 雅通 ＊血管造影は、金曜日の午後に行っています

 泌尿器科
＊毎週水曜日(13時半～16時半)は 田原正則が診療を
  行っています

 小児科 福田 雅通 古賀 まゆみ 休　診 福田 雅通 古賀 まゆみ

 腎臓内科 福田 雅通 福田 雅通 福田 雅通 福田 雅通

福田 雅通

 緩和ケア内科 中藤 嘉人 ＊初診の場合は、必ず 予約が必要です

 ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ内科
 麻酔科

＊毎週 火曜日・金曜日(9時～12時半)は、ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ
　(痛みの外来)を行っています
　毎週 火曜日・金曜日は、予約も可能です
　急患や火･金曜以外の診療については、医療連携室
　(21-3225)又は直接 熊野健一へお問い合わせください

(午前)
(再診のみ)

＊毎月 第1･第3土曜日(9時～12時半)は、原田 英宜 に
   よるﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸを行っています
   毎月 第１･第３土曜日は完全予約制ですので
   医療連携室(21-3225)へ詳細はお問い合わせ下さい

 脳神経内科

＊毎週水曜日(9時～12時半)は 金谷 雄平 が診療を
   行っています（対象年齢：16歳以上）
＊完全予約制ですので医療連携室(21-3225)へ詳細は
   お問い合わせ下さい

＊初診の場合は、必ず 予約が必要です

＊救急と予約診療以外は 午前中 にお願いします

 脳神経外科

＊毎月第１･３土曜日(10時～12時半)は 末廣 栄一 が
   外来診療のみ 行っています
＊毎月第２土曜日(9時半～12時)は 井本 浩哉 が診療
   (機能的脳外科)を行っています(要予約)

＊変更になることがありますので、
　事前にご確認ください

 放射線診断科 田辺 昌寛 有吉 彰子

＊完全予約制ですので、放射線科受付(21-3224)へ
   詳細はお問い合わせ下さい
＊火曜日・水曜日は、診療対応(10時～16時)で
　行っています
＊血管造影は、木曜日の午後に行っています

岡田 宗正
(午後)

 整形外科 貴船 雅夫 貴船 雅夫 田 聖司 田 聖司 清水 元晴

 リハビリ科
 (午前中のみ)

柳居 理絵子 森脇 宣允 茶川 治樹茶川 治樹

茶川 治樹

松本 彰紘

＊完全予約制ですので療育センター（24-0168）へ
   詳細はお問い合わせ下さい

※ 土曜日の午前中は、病院医師１名の当直体制となっています 

 ★ 救急は、この限りではありません　 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　※ 市外局番 ☎（0827）

 療育
 (午前中のみ)

古賀 まゆみ 茶川 治樹 古賀 まゆみ 古賀 まゆみ 茶川 治樹

編集・作成：岩国市医療センター医師会病院 院内広報委員会


