
■新任常勤医の紹介②

■院長あいさつ

■診療体制の拡充
小児科の体制拡充と入院受入れ再開

院長　及川友好

小児科 山下　匠（やました たくみ）医師 小児科 溝口由美子（みぞぐち ゆみこ）医師

■新任臨床研修医の紹介
石塚 晶啓（いしづか あきひろ）医師 木村 和義（きむら かずよし）医師

　当院では新型コロナ
ウイルス感染症をはじ
め院内感染への対策を
徹底しています。
　引き続き当分の間、
病棟での面会を禁止さ
せていただきます。
　皆様のご理解とご協
力をお願いします。

南相馬市立総合病院
ボランティア会では、会
員を募集しています。

【出身地】
　東京都足立区

【趣味・休日の過ごし方】
　子供と遊ぶ、ランニング

【コメント】
　小児の入院を再開し、さら
に地域の子供たちの成長の
支えになれるよう、出来るこ
とを一つずつやっていきた
いと思います。　

【出身地】
　千葉県君津市

【趣味・休日の過ごし方】
　山歩き、ドライブ、写真

【コメント】
　被災地の医療を手伝いた
いと思い、南相馬にやってき
ました。浜通りの母子のため
に少しでもお役に立てれば
嬉しいです。　

【出身地】
　東京都渋谷区

【趣味・休日の過ごし方】
　読書、史跡巡り

【コメント】
　２年間の中で地域に貢献
できる医療人になりたいと
思います。
　よろしくお願いいたします。

【出身地】
　会津若松市

【趣味・休日の過ごし方】
　ギター演奏、音楽・動画鑑賞

【コメント】
　南相馬の地で福島の地域
医療の一端を担えたら幸い
です。
　どうぞよろしくお願いいた
します。

　診療体制
　本年４月に山下医師と溝口医師が着任し、常勤
医師が３名の体制となりました。

　外来
 常勤医師と福島県立医科大学からの派遣医師が
交代で診察にあたっています。
　一般外来は午前中のみ（受付8:30-11:30）で、
午後は予約制の予防接種、１か月健診及び感染症
のない定期フォローの患者様の予約外来を実施し
ています。
　また、午後には救急の患者様やご紹介の患者様
の診察に随時対応しておりますので、予めお電話
でご相談ください。

　入院
　小児科の入院は、東日本大震災以降休止として
おりましたが、本年４月から再開しています。

　日頃より当院の取組み、さらには来院者の検温、入院患者様への面
会制限など新型コロナウイルス感染症対策に対し、ご理解とご協力を
賜り厚く御礼申し上げます。
　当院では、国や県と連携しながら新型コロナウイルスの感染拡大
への対応を優先しながらも、急性期医療をはじめとする診療体制の
維持と拡充に努めております。
　令和３年度には、地域の課題となっている小児科と整形外科にお
ける入院受入れを再開するとともに、医師配置に対する福島県立医
科大学を中心とした支援による診療の充実にも力を入れております。
　今後も当院に対し、ご指導ご鞭撻、叱咤激励を賜りますようお願い
申し上げます。

病院だより　2021.11 ４ 病院だより　2021.11 １

平日の8：30 ～ 12：00
受診のため来院した
方の介助や案内

　　　　   溝口医師　  萩原医師　　         山下医師　
脇本看護師
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腎臓高血圧内科 渡邊　凱（わたなべ がい）医師

【出身地】
　福島市

【趣味・休日の過ごし方】
　音楽鑑賞、映画鑑賞

【コメント】
　地域の皆様に少しでも
貢献できるように頑張り
ます。

■病棟での面会
　禁止について

■ボランティア会
会員の募集

時間
活動
内容

月２回以上活動でき、
３ヶ月以上継続でき
ること
受付にある申込書に
必要事項を記入の上、
ご提出ください

募集
要件

応募
方法



■新任常勤医の紹介①整形外科の入院受入れ再開

循環器科 喜古 崇豊（きこ たかとよ）医師 外科 岩舘　学（いわだて まなぶ）医師　診療体制
　本年４月に内村啓医師が着任し、常勤医師の配
置となりました。

　外来
　常勤医師と福島県立医科大学の派遣医師により
２診の体制で外来診察を実施しています。
　受付時間は11：00までとなっており、他の診療科
より早く終了となりますので、ご注意ください。

　入院
　骨折などの手術を要する患者様を積極的に受け
入れております。
　なお、当院には回復期病床がないため、継続して
リハビリテーションが必要な場合は、他の医療機関
での加療をお願いする場合があります。

病院だより　2021.11 ３病院だより　2021.11 ２

腎臓高血圧内科の開設
　本年４月から開設となりました。常勤の渡邊医
師と福島県立医科大学からの派遣医師により、火
曜と木曜は午前中、月曜と金曜は午後のみ外来
診察を実施しています。
　腎機能の低下やおしっこの出が悪くなった患者
様を診察します。
　また、当院の人工透析治療室の患者様のケア
にもあたっています。
　入院も受入可能となっております。

人工透析の拡充 外科の体制強化
　本年８月から、これまでの月曜、水曜、金
曜日のクールの治療に加えて、火曜、木曜、
土曜日のクールで治療も始めております。
　火曜、木曜、土曜日のクールの治療につ
いては、治療開始をお待ちいただいている
患者様や月曜、水曜、金曜日からの移動を
希望される患者様からご案内しています。

　福島県立医科大学竹之下誠一理事長
のご尽力により、本年１０月に岩舘医師

（前医大講師）、月田医師が着任しました。
外科の常勤医師が増員となり、外科診療
がより充実いたしました。
　１０月からは、甲状腺・副甲状腺疾患に
ついての専門的な診療・治療を行うこと
ができるようになりました。

【出身地】
　福島市

【趣味・休日の過ごし方】
　旅行、読書

【コメント】
　地域の医療に貢献できる
よう頑張ります。

【出身地】
　宮城県仙台市

【趣味・休日の過ごし方】
　読書、史跡巡り

【コメント】
　甲状腺・内分泌外科及び
消化器外科を中心に、地域
医療の発展に貢献できるよ
う頑張ります。甲状腺・副甲
状腺疾患について、専門的
な診療・治療を行います。

外科 月田 茂之（つきだ しげゆき）医師 整形外科 内村　啓（うちむら けい）医師

【出身地】
　石川郡玉川村

【趣味・休日の過ごし方】
　子育て

【コメント】
　医療ニーズの高い南相馬
で、より質の高く、より安全な
医療を提供できるよう頑張
ります。

【出身地】
　伊達郡桑折町

【趣味・休日の過ごし方】
　その日の気分に合わせて
　

【コメント】
　南相馬は初めてですが、
過ごしやすく、土地柄が良
いと思います。

脳神経外科 橋野 洸平（はしの こうへい）医師 産婦人科 小元 敬大（おもと たかひろ）医師

【出身地】
　茨城県つくば市

【趣味・休日の過ごし方】
　育児

【コメント】
　約３年半ぶりの勤務とな
ります。
　脳卒中を中心として脳血
管障害など、脳外科疾患の
治療を頑張ります。

【出身地】
　南相馬市

【趣味・休日の過ごし方】
　旅行

【コメント】
　地域医療に貢献できるよ
う頑張ります。

内村医師

渡邊 凱（わたなべ がい）医師
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