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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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院内感染対策を徹底し、館山病院の
感染に対する免疫力をあげることは
患者さんの安心・安全に繋がる
（オリエンテーション /院内感染対策 /講師：看護部　杉田）
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【新入職員職種内訳】

看護師・・・・・・・・3名

准看護師・・・・・・１名

理学療法士・・・・５名

臨床検査技師・・１名

事務・・・・・・・・・・１名

①亀田　杏実　（かめだ　あみ）

②千葉県館山市　③Ⅱ号館２階　④看護師　⑤

ドライブ・食べること

⑥『やればできる』　自信がなく不安になって

もこの言葉だけで自分に自信がつくから。

⑦幼い頃からの夢、看護師として働くことに喜

びを感じる一方、不安や緊張もあります。知識

や技術は未熟ですが、多くのことを学び、患者

さんから信頼される看護師になるため努力します。

①小川　敬典　（おがわ　たかふみ）

②千葉県　③療法科　④理学療法士

⑤映画・テレビ鑑賞、アーチェリー、水泳

⑥『七転八起』　何度失敗してもまた頑張ろう

と思えるからです。

⑦理学療法士になるまで、他の人より時間が

掛かりました。日々学び、知識や技術をより多

く身に付け、１日も早く一人前になれるよう精

進します。

①川又　海利　（かわまた　かいと）

②千葉県南房総市　③療法科　④理学療法士

⑤映画・音楽鑑賞　空手

⑥『感謝』　いつも支えてくれる人たちへの感

謝の気持ちを大切にしたいから

⑦先輩方の姿を見て多くの知識・技術を身に

付け、館山病院の理学療法士として、様々な場

所で多くの人を笑顔にできるよう努力します。

①小池　麻奈　（こいけ　まな）

②千葉県館山市　③療法科　④理学療法士

⑤読書

⑥『七転び八起き』　何度失敗してもあきらめ

ないようにしたいので。

⑦生まれ育った館山市に地域貢献できる理学

療法士になりたいと思います。沢山ご迷惑を

お掛けすると思いますが、何卒ご指導のほど

よろしくお願いします。

①柴田　理功　（しばた　りく）

②千葉県館山市　③療法科　④理学療法士

⑤空手、テニス、サーフィン、水泳、犬の世話

⑥『諦めないど根性』　自分が辛く苦しくなった

時、何度も救ってくれた言葉だからです。

⑦何事も不器用で何度も失敗してきました。こ

れからは理学療法士として、また社会人として

沢山失敗を繰り返すと思いますが、その度に

諦めないど根性で成長し、一人前になります。

①松近　葉奈　（まつちか　はな）

②秋田県　③療法科　④理学療法士

⑤音楽鑑賞、体を動かすこと、空手

⑥『１日１善』　好きな言葉というより大切にし

ている言葉です。継続していきます。

⑦不安もありますが、自らできることを探して

頑張っていきます。ぜひ声を掛けていただけ

ると嬉しいです。今後ご迷惑をお掛けすること

もありますがよろしくお願いします。

①池田　知沙　（いけだ　ちさ）

②大阪府　③Ⅲ号館２階　④看護師

⑤ゲーム・釣り・韓流ドラマ・映画鑑賞・ペットとお出かけ

⑥『だれでも最初は初心者』　行動に移せない

ことが多く、この言葉を思い出すようにしている。

⑦看護師１年目、自分ができる仕事を見つけ、

学生での学び・経験を活かし早く職場に慣れる

よう頑張ります。先輩方にご迷惑をかけること

もありますが、ご指導のほどお願いします。

①村田　純輝　（むらた　じゅんき）

②千葉県鴨川市　③Ⅲ号館２階　④看護師　

⑤サバイバルゲーム、クレー射撃、野球、スノーボード

⑥『七転八起』　何度失敗しても諦めずに立ち

上がる。そんな人になりたいです。

⑦皆さんにご迷惑をお掛けする場面が多々あ

ると思いますが、一生懸命頑張りますのでよ

ろしくお願いします。色々なことにチャレンジ

したいと思いますので、ぜひ声を掛けてください！

①加藤　歩波　（かとう　ほなみ）

②千葉県館山市　③Ⅲ号館１階　

④准看護師　⑤釣り

⑥『一生懸命』　

何事も一生懸命に取り組みたいと常に思って

います。

⑦ご迷惑をお掛けすることも沢山あると思い

ますが、一生懸命頑張って早く戦力になれるよ

う努力します。よろしくお願いします。

令和３年度新入職員紹介

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

【新入職員職種内訳】

看護師・・・・・・・・3名

准看護師・・・・・・１名

理学療法士・・・・５名

臨床検査技師・・１名

事務・・・・・・・・・・１名



新たに着任となりました非常勤医師を紹介します
NEWS 1 令和３年度着任非常勤医師紹介

診療科名 担　当　日 専　　門所　　属氏　　名
相馬　貴彦（そうま　たかひこ） 東京医科歯科大学 金曜日（第２・４）

東京医科歯科大学安東　敬大（あんどう　たかひろ） 木曜日

野淵　嵩史（のぶち　たかふみ） 千葉大学 月
田中　　希（たなか　のぞみ） 千葉大学 木

歯科・口腔外科

吉田　有希（よしだ　ゆき）

金　　勤東（きむ　ぐんどん）

三上　行雄（みかみ　ゆきお） 千葉大学
千葉大学
千葉大学
千葉大学

整形外科

火曜日
火曜日/金曜日 腰
金曜日 肩・肘
金曜日 スポーツ膝・足

伊勢　昇平（いせ　しょうへい）

平岡　　祐（ひらおか　ゆう）

稲垣　健太（いながき　けんた）

紺野　健太（こんの　けんた） 千葉大学大学院
千葉大学
千葉大学
千葉大学 金曜日 肩関節

金曜日　※10月～ 肩・肘
土曜日　※午前のみ 脊椎
水曜日（第２・４）　　 人工関節・リウマチ

俊　　徳保（とし　のりやす）

呼吸器内科
泌尿器科

オリエンテーション 令和３年度新採用者11名/令和２年度中途採用者17名

令和3年4月1日(木)・2日(金)・5日(月)

移送輸送・移乗動作

院内感染対策

感染対策を徹底し、 ３日間のオリエンテーションを開催しました。 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行います。 コロナ禍の

下、 新入職員のフレッシュな挨拶・姿勢に心が洗われ、 気持ちを新たに職員一同頑張って参ります。

①大野　真志　（おおの　まさゆき）

②千葉県富津市　③検査科　④臨床検査技師

⑤ランニング

⑥『思い立ったが吉日』　物事を先延ばしにし

てはいけないと思わせられるからです。

⑦わからない事ばかりでご迷惑をお掛けする

こともあると思いますが、１日でも早く仕事を

覚え、少しでも早く一人前の臨床検査技師とし

て働けるよう頑張ります。

①穴沢　智也　（あなざわ　ともや）

②千葉県　③医事科　④情報処理検定２級、

ワープロ検定１級、商業経済検定１級

⑤ゲーム、映画

⑥『終わりよければすべてよし』　途中で失敗し

ても終わりさえよければ結果オーライだから。

⑦１日でも早く仕事に慣れ、先輩方の力になれ

るよう頑張ります。ご迷惑をお掛けすることも

多々あると思いますがよろしくお願いします。

タテマガ NEWS

令和２年度採用職員紹介

Ⅱ号館2階病棟

療法科

医事課

医事課

医事課

総務課

資材課

地域包括支援センター

山川　瑛里奈

中村　智也

石井　幸代

三幣　蒼彩

庄司　由里亜

小原　和久

三浦　優子

山川　美和

やまかわ　えりな

なかむら　ともや

いしい　さちよ

さんぺい  あおい

しょうじ　ゆりあ

こはら　かずひさ

みうら　ゆうこ

やまかわ　みわ

看護師

理学療法士

事務

事務

事務

運転手

事務

介護支援専門員

Ⅲ号館2階病棟

Ⅲ号館2階病棟

Ⅰ号館病棟

Ⅰ号館病棟

Ⅰ号館病棟

Ⅲ号館 1階病棟

Ⅲ号館 1階病棟

Ⅲ号館 1階病棟

Ⅱ号館2階病棟

大塚　正美

結縄　夏美

秋山　明子

浦田　優子

小澤　　健

酒井　亜紀子

鈴木　友美子

星野　恵美子

中川　静香

おおつか　まさみ

ゆいなわ　なつみ

あきやま　あきこ

うらた　ゆうこ

おざわ　けん

さかい　あきこ

すずき　ゆみこ

ほしの　えみこ

なかがわ　しずか

看護師

看護師

看護師

看護補助

看護師

看護補助

看護師

看護補助

看護師

令和２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。
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平成7年阪神淡路大震災時に徳洲会グループのスタッフがボランティアとして救援活動を始め

たことがきっかけとなり災害医療救援隊が結成されました。その後、平成17年にＮＰＯ法人ＴＭ

ＡＴを設立し、国外では、ハイチ大地震（2010年）、インドネシアスラウェシ島地震（2018年）、

新潟中越沖地震（2007年）東日本大震災（2011年）、台風15号・台風19号（2019年）など国

内17回、国外17回の自然災害へ医療スタッフを派遣。「生命だけは平等だ」の理念のもとで災

害医療救援活動や医療技術支援活動等を通じて、よりよい医療を世界中の人達が受けられる

ようにサポートを行っています。（徳洲会グループHPより）

①Ⅰ号館（受付）
②Ⅱ号館（総合受付 /会計窓口）
③歯科（受付）
④ドック・ 健診センター（受付）

NEWS２ 徳洲会グループの取り組み紹介／災害医療活動 TMAT

災害・国際医療協力隊　NPO法人 TMAT

2019年の台風15号の際も南房総

エリアで支援活動を行う。安房地域

医療センターでの搬送支援の様子。

災害医療活動TMATとは

TMAT( 特定非営利活動法人 ) は、 世界の人々の生

命と健康を守るため、 医療 ・災害支援 ・教育などの

総合的な医療支援を各国政府や NGO、 地域団体と

協力しながら活動しているNPO団体です。

ご協力いただいた大切な資金は、TMATの
災害医療支援時の派遣チームの活動費、物資
の輸送費として役立っています。

募金のご協力をお願いします

設
置
場
所
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・ 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）

・ 館山市地域包括支援センターたてやま

　　Tel.0470-25-7191　Fax.0470-25-7192

・ 指定通所リハビリテーションセンターたてやま

　　Tel.0470-30-8770　Fax.0470-30-8771

・ 人間ドック ・健診センター

　　Tel.0470-23-5030　Fax.0470-23-5034

・ 歯科センター （歯科 ・歯科口腔外科）

　　Tel.0470-25-3555

・ 訪問看護ステーションたてやま
　　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

事業所一覧
館
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〝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

・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

ダウンロードはこちら

＊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） 総務課 ・地域連携課まで

NEWS３ 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

参加費無料・事前申し込み制・定員 100 名・Web 会議ツール Zoom使用

館山病院オンライン医療講座　　【時間】：14：00～　※13：30入室可

※参加方法や事前のお申込みの詳細は、ホームページや院内に設置のチラシをご確認ください。

『きになるワクチンのおはなし』6月17日（木）
講師：関口　徹（館山病院 薬剤師）

※再配信

『今こそ知りたい新型コロナ検査』6月25日（金）
講師：稲葉　美実（館山病院 臨床検査技師）

※NEW
　生配信

こちらQRコー
ドからお申し込
みフォームへ、
アクセスできま
す。

詳しくはこちら
QRコードから
医療講座のペー
ジへ、アクセス
できます。

＊当日 Web 会議ツール 「Zoom」 を使用いたします。 講座に参加
する には、 あらかじめお手持ちのパソコンやタブレット、 スマートフォ
ンにダウンロードいただく必要がございます。

＊館山病院の公式ホームページのお申し込みフォームより、 事前
にお申し込みをいただく必要がございます（前日 17：00 まで）。


