館山病院の理念
〝生命だけは平等だ〟を基本理念とし、
「生命を安心して預けられる病院」
「健康と生活を守る病院」を目指します
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いざという時にできるよう…
直ぐに正しい手当てを行えば、
命を救える可能性が高くなる

（オリエンテーション / 一次救命処置（BLS）/ 講師：看護部 直井）
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令和２年度新入職員紹介

令和２年度新入職員紹介

【新入職員職種内訳】

新入職員の皆さん、
ご入職おめでとうございます
①名前 ②出身 ③配属部署 ④職種（資格）⑤趣味・特技
⑥「好きな言葉」とその理由⑦抱負や熱意など自由に語ってください

看護師・・・・・・・・１名
看護補助・・・・・・３名
理学療法士・・・・２名
介護福祉士・・・・１名
管理栄養士・・・・１名
事務・・・・・・・・・・１名

①東條 七海（とうじょう ななみ）
②千葉県 ③Ⅲ号館２階 ④看護師
⑤ダンス・スノボー
⑥『全力』
何事も全力で行えば必ず自分のためになる
⑦安全・安楽な看護を提供する側として
日々向上心を持ち頑張ります。患者さん
や家族の思いに寄り添える看護師になり
たい。

①岡村 美和（おかむら みわ）
②東京都 ③Ⅲ号館２階
④介護福祉士 ⑤旅行（愛犬２匹と共に）
⑥『時は金なり』
時を戻すことはできず、時間は尊く価値
が有り、貴重と感じるため
⑦日々健康に留意し、今までのスキルを
活かし新しい業務に取り組みます。自分
のできることは全力で臨みます。

①小原 智美（おばら ともみ）
②東京都 ③Ⅲ号館１階 ④看護補助
⑤海で遊ぶ
⑥『大切』
大切な人、物、思い出を忘れないように
したいから
⑦初の病院勤務で分からないことだら
けですが、少しでも早くお役に立てる
様、頑張ります。よろしくお願いします。

①渡邉 結衣（わたなべ ゆい）
②千葉県館山市 ③Ⅲ号館１階
④看護補助 ⑤映画鑑賞
⑥『感謝』 いつも支えてくれる人たちへ
感謝の気持ちを忘れずにいたいから
⑦これからの教えをしっかり身に付け、
現場で活かし、日々努力・経験を積んで
いきます。初めてで上手くできないこと
も多いと思いますが、精一杯頑張ります。

①艫居 七海（ともい ななみ）
②千葉県館山市 ③Ⅱ号館２階
④看護補助 ⑤本を読むこと・卓球
⑥『一生懸命』 何事にも諦めずに精一杯
頑張ってやることが大切
⑦新入職員として挨拶や礼儀はきちんと
はっきり。気が付いたことはメモに記録
して同じ部署の先輩方に伝える。あとは
笑顔を忘れず接することです。

①島田 樹（しまだ いつき）
②千葉県館山市 ③療法科
④理学療法士 ⑤歌を歌うこと、ピアノ
⑥『堅忍不抜』
どんなことも我慢し耐えて己を信じる
⑦館山病院や地域に貢献し、即戦力とし
て働きたい。先輩方の優れた部分を吸収
して自分のものとし、多くの人の力にな
りたいです。

①徳永 明晃（とくなが よしあき）
②千葉県八千代市 ③療法科
④理学療法士 ⑤音楽鑑賞
⑥『感謝』 感謝してもされても、喜びの
気持ちが湧き上がってくるから
⑦新生活、新社会人を館山市で始めさせ
ていただきます。不安はありますが、ま
ずは館山の地に慣れ、館山に貢献できる
人材になれる様に精進します。

①大橋 豊生（おおはし あつお）
②新潟県
③栄養管理室 ④管理栄養士
⑤ドライブ
⑥『感謝』
常に感謝の気持ちを忘れないように
⑦早く仕事を覚えて頑張ります。

①鈴木 麻里（すずき まり）
②千葉県
③総務課 ④事務 ⑤音楽
⑥『桜梅桃李』
他と比べることなくそれぞれが自分らし
くて良いという言葉に共感したから
⑦一日一日を大切にし明るい気持ちで
業務に臨みたいです。
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令和元年度採用職員紹介
令和元年度（平成31年度） の1年間で新たに館山病院の仲間となりました職員を紹介します。
多職種によるチーム医療において、 それぞれが持つ経験や力が病院を支えてくれています。
地域の皆さん今後ともよろしくお願いします。
Ⅰ号館病棟

小川 桂

おがわ けい

看護師

医事課

山口 大稀

やまぐち だいき

事務

Ⅱ号館 2 階病棟

川名 教文

かわな のりふみ

看護師

総務課

新田 房一

にった ふさかず

運転手

Ⅱ号館 2 階病棟

堀江 衛

ほりえ まもる

看護師

総務課

矢部 俊一

やべ としかず

運転手

Ⅲ号館 1 階病棟

池田 美月

いけだ みづき

看護補助

資材課

松本 僚介

まつもと りょうすけ

事務

Ⅲ号館 1 階病棟

竹村 ひろみ

たけむら ひろみ

看護師

ドック健診センター

成子 由香

なるこ ゆか

事務

Ⅲ号館 2 階病棟

鈴木 紋

すずき あや

事務

地域包括支援センター 庄司 由美子

しょうじ ゆみこ

看護師

Ⅲ号館 2 階病棟

堀江 尚樹

ほりえ なおき

看護補助

ケアプランセンター

村上 眞一

むらかみ しんいち

介護支援専門員

精神科デイケア

石井 美香

いしい みか

作業療法士

訪問看護ステーション

石井 久美子

いしい くみこ

看護師

医事課

福原 美佳

ふくはら みか

事務

ヘルパーステーション

大竹 町子

おおたけ まちこ

ヘルパー

オリエンテーション

令和２年度看護部新人研修

令和２年度新採用者９名
令和１年度中途採用者18名

令和２年4月1日(水)・2日(木)・3日(金)
院内感染対策について

令和２年4月1日(水)～20日(月)

移送輸送・移乗動作

採血・注射

３日間のオリエンテーションでは、 当院の理念や方針を理解してい
ただくほか、 社会人・ 医療従事者としての自覚、 基本的な能力を習
得することを目的とし、 多職種間でオリエンテーションを行います。

口腔ケア

今年度は看護師１名、 看護補助者３名を迎え、 ナーシングスキルに準じた講義 ・
演習にて看護の基本的な知識や技術を学びます。 新たに各病棟のローテーショ
ン研修も取り入れ、 各病棟の特色を知り、 相手の部署のことも考えて行動で
きるよう、 病棟連携において重要な横の繋がりも身に付けます。

タテマガ NEWS
NEWS

新任常勤医師紹介
新任常勤医師紹介
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館山病院の一員となりました常勤医師を紹介します
～今後とも皆さまの変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます～

【経 歴】
九州大学病院
クイーンエリザベス病院（マラウイ共和国）
国立国際医療センター
東京大学大学院国際保健計画（准教授）
【出

身】佐賀県

【出身大学】福岡大学医学部
館山病院
内科 小児科 医師

黒岩 宙司
（くろいわ

ちゅうし）

【取得資格】
小児科専門医、医学博士、プライマリケア認
定指導医、糖尿病協会認定指導医、認定産
業医、公認スポーツドクター
【専門分野】小児科、総合診療、国際保健
【趣

NEWS
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診療科名
泌尿器科

整形外科
歯科・口腔外科
歯
科

2020年４月から赴任しました。 若いころは青年海外協力隊
に参加しアフリカ、 マラウイのクイーンエリザベス中央病院で
ボランティアをしたり、 アジアのラオスで WHO/JICA公衆衛
生プロジェクトで感染症対策に携わったりしていました。 徳洲
会とのご縁は2009年の奄美大島・ 瀬戸内徳洲会病院での勤
務にはじまります。 東京オリンピックで医療スタッフとしてボ
ランティアをすることが夢でしたが、 コロナウイルスの影響で
１年延期になりました。 館山は温暖で景観がよく海の幸も豊
かと伺っています。 微力ながらこのように素晴らしい環境の
なかで地域医療にかかわる機会を得て大変うれしく思ってい
ます。 よろしくお願いいたします。

味】 バイク・英会話

着任非常勤医師紹介
氏

名

井上

直紀（いのうえ

なおき）

中村

祐基（なかむら

ゆうき）

正田

純平（しょうだ

じゅんぺい）

戸口

泰成（とぐち

やすなり）

渡辺

丈（わたなべ

小田切

拓磨（おだぎり

安藤

壽晃（あんどう

加瀬

裕太郎（かせ

じょう）
たくま）

としあき）
ゆうたろう）

新たに着任となりました非常勤医師を紹介します
所
属
東京医科歯科大学
東京医科歯科大学

担 当 日
金（第２・４）※４月～６月

専

金（第２・４）※７月～翌３月

千葉大学

火…ﾛｰﾃｰｼｮﾝ

股関節

千葉大学

金…ﾛｰﾃｰｼｮﾝ、土（AM）

手

千葉大学
千葉大学
千葉大学
千葉大学

火…ﾛｰﾃｰｼｮﾝ

金…ﾛｰﾃｰｼｮﾝ、土（AM）※４月～９月
月
木

手

脊椎

門
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タテマガ NEWS ／ばんぶーはうす写道倶楽部連載 「ぜいごっぺ」 ／ information
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令和２年度
最優秀スローガン

館山病院挨拶週間を実施しました

サービス向上委員会の取り組みをご報告します

『気持ちよく 笑顔で挨拶 自分から』
サービス向上委員会では、 患者さんに気持ちよくご来院いただ
くための様々な取り組みを行っています。 そのひとつとして、 職
員の挨拶意識を向上させるため、 年に一度『館山病院挨拶週間』
を実施。 挨拶をコミュニケーションのきっかけとし、①職場環境や
雰囲気を良くする ②患者さんと良好な関係を築くことを目的と
して、 令和２年４月１日～４月15日の期間中、 各部署の朝礼時に
ポスターを掲示し挨拶スローガンの唱和と挨拶の練習を行った。

挨拶スローガンは院内の応募43作品の中から、Ⅲ号館２階病棟 浅井 郁子さんの作品が選ばれた。 受賞した浅井さん
は、 このスローガンの中で〝自分から〟という言葉は絶対に伝えたかった。 挨拶を行うことで「今日も１日頑張ろう」 と
皆の気持ちがひとつになり、 仕事に向かう前の意識が「ピシッ」 と締まった。 今後もぜひ続けていきたいと話す。

NEWS

４

Ⅲ号館２階病棟にて朝礼後に挨拶の練習を行う様子

館山病院公式 info アプリ登場！地域の皆様に愛されるよう様々なサービスをご提供します

〝プッシュ通知〟にて病院の情報を配信！是非ダウンロードしてください！
・ 病院のお知らせ

ダウンロードはこちら

・ 外来診療担当医表や救急当番日のご確認
・ 人間ドック ・ 健診のお知らせ
・ 病院までの無料バス時刻表のご確認
・ 医療講座、 イベント情報などプッシュ通知にて配信
・ 緊急時や災害時における大切な情報をプッシュ通知にて配信
＊ダウンロードや操作方法など不明な点はお気軽にご連絡ください

☎0470-22-1122（代）

連載３

ぜいごっぺ

総務課 ・ 地域連携課まで

by.ばんぶーはうす
写道倶楽部

ばんぶーはうす（生活訓練施設）写道倶楽部が撮影する房州

の海や山など〝四季の便り〟と〝豊かな暮らし〟の写真を毎

号誌面にてお届けする新連載が始まります。 連載タイトルの「ぜ

いごっぺ」 とは、 房州弁で山育ちという意味です。 施設の生
活訓練や通所のプログラムのなかで散歩をしたときに写真を撮
りはじめたのがきっかけで、 ばんぶーはうす内のサークルとして写

道倶楽部を結成しました。 月に１回ミーティングを行い、 撮影

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
2019年9月25日
（水）鴨川大山千枚田
今年はお花見ができなかった方へ館山城 ・ 城
台風が過ぎ去ったあとの大山千枚田とリコリス
山公園で撮影した桜の写真をお届けします。

場所を決め撮影会を行っています。 写真を通じて、 新たな仲
間づくりやイベントの企画など積極的に内外で活動しています。

〒294-0037

千葉県館山市長須賀 196

℡.0470-22-1122 （代） Fax.0470-22-2826
http://tateyama-hp.com/

館山病院公式
������

事業所一覧

・ 人間ドック ・ 健診センター

・ 館山市地域包括支援センターたてやま

・ 歯科センター Tel.0470-25-3555
・ 訪問看護ステーションたてやま

・ 指定通所リハビリテーションセンターたてやま

Tel.0470-23-5030 Fax.0470-23-5034

Tel.0470-24-7311 Fax.0470-24-7312

・ ヘルパーステーションたてやま

Tel.0470-24-7310 Fax.0470-24-7312

・ ケアプランセンターたてやま

Tel.0470-25-3477 Fax.0470-25-3488

・ リハビリテーションセンター

Tel.0470-22-1122（代）

Tel.0470-25-7191 Fax.0470-25-7192

Tel.0470-30-8770 Fax.0470-30-8771

・ ばんぶーはうす

（生活訓練施設）

〒294-0038 千葉県館山市上真倉 2383
Tel.0470-22-1712 Fax.0470-22-1718

・ 指定特定相談支援事業所たてやま

〒294-0038 千葉県館山市上真倉 2383
Tel.0470-22-1712 Fax.0470-22-1718

