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【大船渡病院基本理念】

優しさと信頼のある医療の実現

【行動指針】

Greet （挨拶する）

Thank （感謝する）

Respect （敬意を払う）

脳血管疾患（脳卒中）の総患者数は、医療の進歩や予防医学の推進によって年々減少傾向にあります。

しかし、岩手県は、平成２７年に脳卒中死亡率が全国ワースト１位となるなど全国と比べると患者数が多

いのが現状です。当院では、今年４月から、脳卒中により入院中または入院歴のある患者さんやご家族の

相談支援や情報提供を行っていく窓口を設置しております。窓口は患者総合

支援センター「クローバー」に設置しており、看護師や医療ソーシャルワー

カー等に加えて、日本脳卒中学会が主催する講習を受講した脳卒中療養相談

士が対応します。

患者さんやご家族の中には、不安を抱えている方が多いのではないでしょ

うか。自宅退院となれば、その後の食事や服薬、再発・合併症予防について

であったり、回復期や維持期の医療機関へ転院となる方には、転院先の選定

についてなど不安は人それぞれです。そういった不安を少しでも取り除くこ

とができるよう窓口スタッフが支援させていただきます。

窓口は、正面玄関側のクローバーに設置しておりますので、お気軽にご相

談ください。業務の都合により対応までお時間をいただく場合がございます

が、ご了承願います。

2022 年 6 月発行

脳卒中相談窓口を設置しました！
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平素より連携医療機関の皆様には、患者さんのご紹介で円滑な連携をいただいておりますことに感謝

申し上げます。当院の令和３年度紹介・逆紹介患者数の状況についてご報告いたします。

岩手県では、県内における緩和医療のレベルアップを図ることを目的として月１回、岩手県と岩手県が

ん診療連携協議会の共催による岩手緩和ケアテレカンファランスが開催されております。

令和４年４月は、当院から発表させていただき、「痛みの難治化は、痛みがないときにすでにはじまって

いる～幼少期逆境体験とデンタルネグレクトへの取り組み～」と題しまして、当院村上雅彦副院長と大船

渡市国民健康保険歯科診療所所長の熊谷優志先生が、緩和と歯科の２つの視点から

発表致しました。

村上副院長からは、痛みの定義や思考、また幼少期の逆境体験が痛みの慢性化の

リスクを高める可能性があることなどをお話致しました。熊谷先生からは、子ども

達の虫歯予防の大切さや大船渡市綾里地区で行っている取り組み等についてお話を

いただきました。共通して、子どもの養育環境や親の子育てへの関心を高めること

がいかに大事なのかを伝えることが出来たと思います。

参加者から、１時間のテレビカンファレンスが充実したものになったと思ってい

ただけていれば幸いです。

紹介・逆紹介患者数のご報告

岩手緩和ケアテレカンファランスで発表しました！
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看護職を目指す学生さん向けに看護体験を実施しました。今年度は、

５月１０日（火）、１１日（水）の２日間で１8 名の学生さんが参加し

ました。今年は、新型コロナウイルス感染症防止対策として、患者さん

とはふれあうことはできませんでしたが、職員と同じユニフォームに着

替えてもらい、看護体験をしてもらいました。

ビデオ鑑賞では、看護職（看護師・助産師・保健師など）の紹介や仕

事が病院だけでなく、社会や暮らしの中で役立っていることが見ている

学生さんに伝わり、仕事について考えるきっかけになったのではないで 【車いす体験】

しょうか。

また、実際に働いている看護師からの講話を聞いたり、質問しながら

看護師の仕事について理解を深めていました。感染管理者からは講話と

手洗い実習を行い、手洗いの重要性を伝えていました。その後、看護体

験として血圧測定、車いす・ストレッチャー体験を行いました。学生の

みなさんは看護師役と患者役に分かれ、看護師からやり方や注意点を教

わりながら、普段は体験できない看護の仕事に触れていました。看護職

を目指す方と一緒に仕事ができることを心よりお待ちしております。

【手洗いについての講話】

ふ れ あ い 看 護 体 験を開催しました ！

診 療 科 職　　　　名 氏　名 専　門　分　野

内科 糖尿病内科医長 小豆嶋　正晴 糖尿病代謝内科
循環器内科 循環器内科長 松本　裕樹 循環器病全般
循環器内科 循環器内科医師 島田　龍太郎 循環器内科一般
小児科 小児科医長 鈴木　幸之介 小児科
小児科 小児科医師 千田　悠太郎 小児
外科 消化器外科長 赤石　隆二郎 消化器、食道
外科 救命救急科長 藤原　翔 消化器外科
外科 外科医師 谷地　涼介 外科
整形外科 放射線科長 佐伯　絵里 整形外科一般
整形外科 整形外科医師 高橋　純貴 －

脳神経外科 リハビリテーション科長 吉田　純
日本脳神経外科学会専門医
脳血栓回収療法実施医

泌尿器科 泌尿器科医長 久野　瑞貴 腎不全、透析領域
泌尿器科 泌尿器科医師 後藤　佑太 －
産婦人科 産婦人科医長 城内　南奈子 産婦人科一般
産婦人科 産婦人科医師 大塚　遥 －
眼科 眼科医師 佐藤　潤弥 －

出 身 地 職　　　　名 氏　名 志　望　分　野

岩手県 １年次臨床研修医 荒屋　禅 小児科、内科

大阪府天王寺 １年次臨床研修医 内山　義崇
外科、泌尿器科、麻酔科、
循環器内科など

宮城県 １年次臨床研修医 佐藤　美咲紀 外科、放射線科
盛岡市 １年次臨床研修医 千葉　泰孝 小児科、循環器、外科
盛岡市 １年次臨床研修医 中村　天音 整形外科
埼玉県 １年次臨床研修医 久野　晴貴 内科、麻酔科、泌尿器科
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令和4年6月10日現在

階 受付№ 診療科 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

２診 --- 森岡　英美 松本　裕樹 岩手医大医師 岩手医大医師

３診 岩手医大医師 岩手医大医師 ---
［ペースメーカー外来］

森岡　英美
（第2、第4）

---

脳神経内科 午前 １診 --- 岩手医大医師 --- 岩手医大医師 盛岡赤十字病院医師

２診 --- --- 盛岡赤十字病院医師 --- ---

３診 --- --- 県立中部病院医師 --- ---

１診 小豆嶋　正晴 小豆嶋　正晴 小豆嶋　正晴 小豆嶋　正晴 小豆嶋　正晴

２診 菊地　敦哉 岡野　継彦 岡野　継彦 岡野　継彦 岡野　継彦

３診 久夛良　徳彦 久夛良　徳彦 久夛良　徳彦
［肝外来］
遠藤　啓

久夛良　徳彦

４診 山下　晋平 山下　晋平 菊地　敦哉 菊地　敦哉 菊地　敦哉

５診 ---
［糖尿病外来］
岩手医大医師

---
［糖尿病外来］
岩手医大医師

---

１診 藤原　翔 赤石　隆二郎 --- 藤原　翔 赤石　隆二郎

２診 東北大学医師 谷地　涼介 東北大学医師 東北大学医師 東北大学医師

３診 鈴木　洋 星田　徹 星田　徹 星田　徹 鈴木　洋

午後 １診 ---
[ 乳腺外来 ]
東北大学医師
（第2、第4）

--- ---
〔 血管外来 〕

応援医師
（第2、第4）

麻酔科

緩和医療科 午前 --- 村上　雅彦 村上　雅彦 --- ---

１診
渕向　透

（完全予約）
---

[ 心臓外来 ]
岩手医大医師
（第1、第3）

--- 岩手医大医師

２診 ---
[発達障害・ 心臓外来 ]

大津　修
[新生児外来]

大津　修
--- ---

２診 高橋　純貴 --- --- 佐伯　絵里 岩手医大医師

午前 １診 --- 岩手医大医師 --- 高田病院医師 岩手医大医師

午前 ２診 ---
[ 呼吸器外科外来 ]

岩手医大医師
--- --- ---

脳神経外科 午前 １診 山野目　辰味 山野目　辰味 山野目　辰味 山野目　辰味 山野目　辰味

１診 氏家　隆 塩見　叡 後藤　佑太 氏家　隆 久野　瑞貴

２診 塩見　叡 久野　瑞貴 塩見　叡 後藤　佑太 岩手医大医師

午前 １診 --- --- 東北大学医師 --- ---

午後 １診 --- 東北大学医師 --- --- ---

１診

２診

３診

形成外科 午前 １診 --- --- 岩手医大医師 岩手医大医師 ---

１診 道又　利 道又　利 道又　利 --- 道又　利

２診 奥山　雄 奥山　雄 奥山　雄 --- 奥山　雄

１診 福田　一央 ---
福田　一央

（完全予約）
福田　一央 福田　一央

２診 --- --- --- --- ---

１診
福田　一央

（完全予約）
--- --- 福田　一央

福田　一央
（完全予約）

２診 --- --- --- --- ---

※1　（小児科）住田地域診療センターの診療応援は第１・第３金曜日、第４火曜日の午後です。

※2　（整形外科）高田病院の診療応援は水曜日です。

※3　（泌尿器科）住田地域診療センター、釜石病院の診療応援は火曜日です。

診察室等

医師不在のため休診中

妊　婦　検　診　（　同　上　）

循環器内科 午前

１診 松本　裕樹
[ 心臓外科外来 ]

岩手医大医師
（第1、第3、第5）

岩手医大医師 松本　裕樹 松本　裕樹

血液内科 午前

内      科

消化器内科
午前

外   　科

午前

午前

２診 岩手医大医師 伊藤　潤
[ 乳児健診 ]

大津　修
--- 鈴木　幸之介

午後

１診 ---
[小児外科外来]
岩手医大医師

（第2）

渕向　透
(完全予約）

[ 内分泌外来 ]
岩手医大医師（第3）

[ 腎臓外来 ]
岩手医大医師（第4）

[神経外来]
岩手医大医師(第1)

[小児外科外来]
応援医師（第2）

[ 血液外来 ]
岩手医大医師

（偶数月第3）

３診
［予防接種］

伊藤　潤
鈴木　幸之介

--- ---
[ 乳児健診 ]

伊藤　潤
鈴木　幸之介

[ 予防接種 ]
伊藤　潤

鈴木　幸之介

整形外科
※2

午前
１診 佐伯　絵里 --- 田島　育郎

田島　育郎
（第１、第３、第５）　　　

佐伯　絵里

呼吸器内科

受
付
４

泌尿器科
※3

午前

放射線科

受
付
５

産婦人科 午前
常勤医師　金杉知宣、竹下亮輔、小木田勇人、城内南奈子、大塚遥　が交代で診察

耳鼻咽喉科 午前 １診 --- 岩手医大医師 --- 岩手医大医師 岩手医大医師

精神科 午前

眼科

午前

午後

皮膚科 午前 １診
及川　東士

（及川皮膚科
クリニック）

岩手医大医師 --- --- 岩手医大医師

１
階

受
付
１

受
付
２

受
付
３

小児科
※1

２
階

受
付
６

岩手県立大船渡病院　外来診療担当医表

【発行元】〒022-8512 岩手県大船渡市大船渡町字山馬越 10 番地 1

岩手県立大船渡病院患者総合支援センター

TEL：0192-26-1111（代表）FAX：0192-27-7170（連携室）

ホームページ：http://oofunato-hp.com/


