
 

 

 

 

はじめまして。4 月より長門総合病院に赴任しました小児科の福田 謙と申し

ます。長門市の旧日置町の出身で大津高校から工学系の大学に進み、その後山

口大学医学部に入学しました.医師としては今年で 15 年目になります.長門市の

小児医療に少しでも貢献できるよう頑張りたいと思っております. 

よろしくお願いいたします. 

 

４月より長門総合病院へと赴任してまいりました福田昌史です。平成 14 年に

山口大学を卒業し、山口県内および県外の病院にて泌尿器科医として勤務して

まいりました。長門総合病院では 10 年前に非常勤ながら週１回の外来診療を

させていただきましたが、ご縁あって今度は常勤医として勤務することとなり

ました。どうぞよろしくお願い致します。 

この度４月から長門総合病院の外科に勤務させていただくことになりました、田中

裕也と申します。今回で２度目の赴任となります。２年間の山口大学の研究生活、

２年間の徳山中央病院での勤務を経て、４年ぶりの赴任となります。まだまだ若輩

者ではありますが、前回以上に、質の高い医療を地域の皆様に提供できるように精

進して参りたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 

はじめまして。３月より長門総合病院に赴任いたしました消化器内科の松浦桂司

と申します。平成２４年に山口大学を卒業し、平成 26 年より山口大学第一内科

に所属し、肝疾患を主体に診療に携わってまいりました。長門では消化器疾患を

中心として、地域の皆様の健康に寄与できるよう、内科疾患全般を診療させてい

ただきます。若輩者ではありますが、精一杯精進して参りますので、どうぞよろ

しくお願い申し上げます。 
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基本理念 

「信頼される病院」をめざして 
医療事業活動・健康管理活動・介護福祉事業活動を通じて地域の方々に愛され、信頼される病院を

目指します。 

新入職 常勤医師紹介 

http://www.nagato-hp.jp/


 

眼科初診の方へ 

当院は救急医療が必要な患者さんを除き、完全予約制としており、救急でない場

合、まずは近隣の一時救急医療機関（開業医等）を受診いただくことをお願いしてい

ます。 

近隣の開業医を受診後、当院での受療が必要とされた場合には紹介状をお持ちの

上、ご来院いただきますようお願いします。 

 

 

 

工事のお知らせ 
東側駐車場において、宅地造成工事を開始します。 

騒音・通行制限や、病院前駐車場が狭くなることが予想されます。 

工事期間中は通行には十分注意され、なるべく西側駐車場をご利用ください。 

ご迷惑をお掛けしますが、ご理解ご協力をお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長門総合病院 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康で生き活き暮らそう‼ 

『看護の日』イベントのご案内 

内容：～健康支援～ 

   身長・体重・体脂肪測定 

   血管年齢測定 

   健康相談 

   物忘れテスト 

～バランスの良い食事支援～ 

   野菜 350ｇの展示 

   塩分当てクイズ 

   栄養相談 

    

    

 

長門産野菜のプレゼントあります‼ 

日時：平成 30 年 5 月 10 日(木曜日) 

10:00～12:00 

場所：長門総合病院 1 階 脳神経外科外来前 

5 月 6 日(日)～5 月 12 日(土)は看護週間です。看護協会では「生きるを、と

もに、つくる。」をスローガンに活動をしています。今年は、ＪＡ長門大津さ

んにご協力いただき、食と健康を考えるイベントを開催します。 

ＪＡ長門大津 協賛 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=W6qwXVHh&id=352F843DE4C605A4B4E526F59D8FADF032E28823&thid=OIP.W6qwXVHhbSTHGmu3WltagAHaG2&q=%e8%a1%80%e5%9c%a7%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&simid=608008401759700342&selectedIndex=2
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=6gKhxzKj&id=50EC1596F2832BCE843E278BFA640F92616F1C3F&thid=OIP.6gKhxzKjqm3VB6li9-8ULAAAAA&q=%e7%9c%8b%e8%ad%b7%e5%b8%ab%e3%80%80%e7%84%a1%e6%96%99%e3%80%80%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&simid=608017614436761928&selectedIndex=6&qpvt=%e7%9c%8b%e8%ad%b7%e5%b8%ab%e3%80%80%e7%84%a1%e6%96%99%e3%80%80%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88


今が旬 おすすめ料理 ～山椒～ 

 爽やかな風に鯉のぼりが気持ちよさそうに泳いでいます。少子化の時代となり、鯉のぼりを目に

することはすっかり減ってしまいましたが、時に見かけるとそのお宅の子供さんの元気いっぱいな

姿を想像し、私も元気が湧いてくる気がします。今回は春から初夏にかけての料理の名わき役「山

椒」を紹介します。 

 山椒はミカン科山椒属の落葉木で縄文土器から山椒の実が発見されていることから、日本最古の

香辛料と言えるでしょう。若芽は木の芽と呼ばれて吸い物や焼き物、寿司などに使われます。未熟

な青い実は実山椒として佃煮などに加工されます。熟して赤くなった実は乾燥させて挽き、粉山椒

として一般的に香辛料として鰻の蒲焼などに添えられます。欧米では「Japanese pepper 日本の

胡椒」と呼ばれ、近年有名なシェフやパティシエが肉料理やスープ、スイーツにも使う試みがなさ

れ、注目を集めています。山椒は爽やかな香り、辛味や刺激が特徴です。山椒の辛味成分はサンシ

ョオールという成分で、胃腸の動きを活発にして食欲増進作用を発揮します。また新陳代謝を向上

し脂肪燃焼作用を促進することで、ダイエットに効果があるのではと期待されています。香りの成

分であるシトラールはリラックス効果があります。またジペンテンは胃酸過多抑制作用があり、油

っこいものを食べたときの胃もたれを防ぐ効果があります。鰻の蒲焼に添えられるのは、おいしさ

だけでなくこういった効果から理にかなったことなのですね。ただし、山椒はとても刺激が強いの

で、胃潰瘍などの胃腸の病気をお持ちの方は量を調節して、慎重に食べることをお勧めします。 

 今回は山椒の若芽である木の芽を使った魚料理を紹介しま

す。今回はサバを使いましたが、サバ以外にアジやイサキ、

トビウオなども適していると思います。温かいうちでも冷蔵

庫でしっかり冷ましてもおいしいので、ぜひお試しくださ

い。 

 

 

 

 

《サバのから揚げ木の芽酢かけ》 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[材料] ２人分 

・サバ(３枚おろし)    150g 

・しょうゆ     小さじ１杯 

・酒        小さじ１杯 

・片栗粉、揚げ油     適宜 

・酢        大さじ１杯 

・うすくちしょうゆ 大さじ１杯 

・酒        大さじ１杯 

・砂糖      大さじ１/２杯 

・木の芽      ５～１０枚 

[作り方] 

① サバは一口大に切り、しょうゆと酒をふ

り、しばらく置く。 

② サバの水気をふき取り、片栗粉をまぶし

て 180℃の揚げ油で揚げる。 

③ 小鍋に酒、うすくちしょうゆ、砂糖を入

れてよく混ぜて火にかけてさっと加熱

し、アルコール分をとばす。酢とみじん

切りにした木の芽を加える。 

④ ②が熱いうちに③をかける。 

栄養科 科長  榊田真由美 



４月より西２階病棟で働くことになりました、新人看護師の平瀬恵理です。生まれ育った長門で看護

師として就職でき嬉しさでいっぱいです。患者様の命を預かる責任の大きい職業ですが、先輩方から多

くの知識と技術を学び患者様やスタッフから信頼される看護師になれるよう頑張っていきたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いします。 

西２階病棟に配属されました新人看護師の柳井友絵です。わかないことが多く緊張して日々過ごして

いますが、先輩方の看護を目の当たりにし、私も 1 つずつ知識や技術を増やしていき、信頼される看護

師になるよう努めていこうと思っています。どうぞよろしくお願いします。 

 ４月から西２階病棟で働くことになりました、新人看護師の石坂あゆみです。新しい環境に不安や緊

張はありますが、患者さんやご家族の力になれるよう努力していきたいです。また、先輩方のアドバイ

スを大切にし、一日も早く一人前の看護師になれるよう頑張ります。 

 

 ４月より西３階病棟で働くことになりました、新人看護師の小椿賢太郎です。分からないことも多

く、不安な気持ちもありますが、先輩方のご指導のもと一日でも早く知識と技術を身につけ、現場の戦

力となれるように努力していきたいと思います。 

４月から西３階病棟で看護師として働くことになりました、福田歩です。初めてのことばかりで緊張

した毎日を過ごしていますが、先輩方からの指導やご助言を大切にし、知識・技術を学んでいきたいと

思います。そして、患者さんの立場に立ち、想いに寄り添った看護を実践できるように頑張りたいで

す。よろしくお願いします。 

４月より４階病棟で看護師として働くことになりました。やっと看護師としてスタートラインに立つ

ことが出来ましたが、業務の速さや多さについていくのが精一杯の日々です。プリセプターやチームの

先輩方のフォローで、少しずつ出来ることが増えてきています。チーム一員として早く一人前の看護師

になれるよう一生懸命努力していきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 

４階病棟に配属になりました、吉﨑千絵です。緊張と不安の毎日ですが、先輩方のご指摘を受けなが

ら日々、患者さんとの関わりや看護技術、業務を学んでいきたいと思います。初心を忘れず、より良い

看護が提供できるよう努めて参りたいと思います。

はじめまして。視能訓練士の小畑結（おばたゆう）です。就職して数日たちますが、慣れないこと続

きで毎日奮闘中です。未熟者ではありますが、少しでも早く知識や技術を身につけて日々努力していき

たいと思っておりますので、温かく見守っていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。 

 
就職してから日が浅く不安なことも多々ありますが、職場の方々のお力添えを頂きながら頑張ってい

ます。一日でも早く地域医療福祉連携室の戦力なれるよう、また患者さんから頼っていただけるソーシ

ャルワーカーになれるよう日々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。 
 

４月より診療情報管理課に配属されました、事務員の岡村尭典です。日々の業務で自身の知識不足を

痛感するばかりではありますが、諸先輩方のご指導のもと一日でも早く仕事を覚えていきたいと思って

おります。どうぞよろしくお願いします。 

４月より医事課健診係に配属となりました小田三友紀と申します。前職では医療事務員として外来業

務に従事していました。健診業務については未経験であり、慣れないことばかりで勉強の毎日ですが、

新たな知識を習得できることに喜びを感じています。 

先輩方のご指導の下、早く一人前になれるよう日々努力していきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

理学療法士の藤田裕志です。患者さんと真摯に向き合い、た

くさんの人を笑顔にできるよう頑張ります。 

４月より理学療法士として働くことになりました。一人でも

多くの患者様により良いリハビリを提供できるように頑張りま

す。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

全科休診日のご案内 

３日（木）憲法記念日  １２日（土） 

二次救急   １３日（日） 

４日（金）みどりの日  １９日（土） 

５日（土）こどもの日  ２０日（日）二次救急 

６日（日）二次救急   ２６日（土） 

             ２７日（日）振替休日 

臨時休診・代診のご案内 

【整形外科】 

１日（火） 谷 医師 休診 

８日（火）村松医師 休診 

１０日（木）村松医師 休診 

２４日（木）宮崎医師 休診 

２５日（金）宮崎医師 休診 

２５日（金） 谷 医師 休診 

２８日（月） 谷 医師 休診 

【眼科】 

１１日（金）新井栄華医師 休診 

新井惠子医師 休診 

【泌尿器科】 

１１日（金）松山医師 学会の為 休診 

【耳鼻咽喉科】 

１６日（水）廣瀬医師 予約の方のみ 

【放射線科】 

２５日（金）須田医師 学会の為不在 

【内科】 

２９日（火）山本医師 休診 

３０日（水）山本医師 休診 

※臨時休診・代診が追加されることもございますの

で、ＨＰ（http://www.nagato-hp.jp）またはお電話

（0837-22-2220）でご確認ください。 

面会時間について  

当院の面会時間は以下の時間となっております。 

平日：１４時～２０時 

土曜日・日曜日・祝日：１１時～２０時 
原則、面会時間をお守りいただき

ますようお願いいたします。個人

情報の保護や患者さんの病状によ

り面会が出来ない場合がございま

すので、ご了承ください。 

 

耳鼻咽喉科特殊外来のご案内 
〇補聴器外来 

[アリス補聴器センター] 

第１・３・５ 水曜日 (１４：００～) 

[九州リオン、めがねセンター] 

第１・３・５ 金曜日 (１４：００～) 

第 ２・４  金曜日 (１０：３０～) 

 

初めて補聴器をつけられる方はまず、通常外来診察

時にご相談ください。 

小児科特殊外来のご案内 
〇乳児検診（要予約） 

受付１３：００～１４：３０  

  実施１３：３０～ 

１ヶ月･･･月曜日   ４ヶ月･･･火曜日 

７ヶ月･･･木曜日 

〇予防接種（要予約） 

曜日…水、金曜日 

受付１３：００～１４：３０  

  実施１４：００～ 

ＢＣＧ、おたふくかぜ、水ぼうそう、日本脳炎、

四種混合、麻疹・風疹、肺炎球菌、ヒブ、ロタウイ

ルス 

〇心臓外来（要予約） 

外来日時は小児科へお問い合わせください。           

対象…心疾患全般 

〇慢性疾患外来（要予約） 

火曜日１５：００～１６：３０ 

金曜日１５：００～１６：００ 

対象･･･喘息、低身長などの内分泌疾患、脳波 

異常などの神経性疾患、その他腎疾患など 

産婦人科特殊外来のご案内 
〇母乳外来（要予約） 

火、金曜日１３：３０～１６：００ 

内容：母乳育児相談を行います。 

（哺乳量測定、体重測定、乳房トラブルほか） 

〇母親学級（当院にて出産予定の方のみ） 

第３水曜日１３：３０～１６：００ 

内容：お産の経過と呼吸法、赤ちゃんの扱い

方、病棟・分娩室の見学など。 

放射線科特殊外来のご案内 
○放射線治療外来 

毎週水曜日 １１：００～ 

放射線科外来までお問い合わせください。 

 

看護外来のご案内 
○ストーマケア外来（要予約） 

○がん看護外来（要予約） 

〇フットケア外来（要予約） 

○リンパ浮腫ケア外来（要予約） 

各科外来窓または地域連携室でお申し込み下さい。 

診 療 科 月 火 水 木 金 

内 科 

①  胡麻田 学 森田 高生 胡麻田 学  森田 高生 

② 髙橋 規文 山本 普隆 山本 普隆 山本 普隆 髙橋 規文 

③ 永冨 裕二 山口 裕樹 永冨 裕二 山口 裕樹 香月 憲作 

④ 香月 憲作 三谷 伸之 秋山 優 香月 憲作 三谷 伸之 

⑤ 松浦 桂司 矢野 愛恵 藤村 寛之 矢野 愛恵 松浦 桂司 

神 経 内 科   秋冨 信人   

小 児 科 
①  青木 宜治 青木 宜治 青木 宜治 青木 宜治 青木 宜治 

②  福田 謙 福田 謙 福田 謙 福田 謙 福田 謙 

外 科 
①  久我 貴之 井口 智浩 藤井 康宏 久我 貴之 藤井 康宏 

②  田中 裕也 佐野 史歩 井口 智浩 田中 裕也 佐野 史歩 

整 形 外 科 

①  村松 慶一 村松 慶一 今城 靖明 村松 慶一  

②  宮崎 規行  宮崎 規行 宮崎 規行 
（新患のみ） 

宮崎 規行 
診察：9:30～ 

③  谷 泰宏 谷 泰宏 谷 泰宏  
谷 泰宏 
診察：9:30～ 

脳神経外科 貞廣 浩和 
予約制 10:30～ 

   
清平 美和 
診察：10:30～ 

皮 膚 科 安野 秀一郎 村田 真美  下村 尚子 浅野 伸幸 

泌 尿 器 科 中山 祐起 
平儀野 剛 平儀野 剛 

福田 昌史 
松山 豪泰 

福田 昌史 
（初診のみ） 

福田 昌史 
（初診のみ） 

藤川 公樹 

産 科 

午前 服部 守志 西本 裕喜 服部 守志 西本 裕喜 西本 裕喜 

午後   
西本 裕喜 

（14:00～16:00） 

※完全予約制 
  

婦 人 科 西本 裕喜 白蓋 雄一郎 西本 裕喜 高木 遥香 服部 守志 

眼 科 

① 
新井 栄華 新井 栄華 

（受付 10:00 まで） 

新井 惠子 
（受付 10:00 まで） 

波多野 誠 新井 栄華 

完全予約制 

② 
新井 惠子    新井 惠子 

完全予約制 

耳鼻咽喉科 

午

前 
 

 

 

 

池田 卓生 

（第２,４） 

※完全予約制 

午

後 

小林 由貴 
受付:13:30～14:00 

診察 14:00～ 

廣瀬 敬信 
受付:12:30～13:00 

診察 13:00～ 

竹本 洋介 
受付:13:００～13:30 

診察 13:30～ 

放射線治療外来   日山 篤人 
（11:00～） 

  

緩和ケア内科   
小野 信周 

（院内紹介制） 
14:00～16:00 

  

胃 内 視 鏡 
三谷 伸之 松浦 桂司 山口 裕樹 三谷 伸之 天野 彰吾 

矢野 愛恵  矢野 愛恵   

胃 透 視 須田 博喜 診療放射線技師 診療放射線技師 診療放射線技師 診療放射線技師 

心臓超音波検査 山本 普隆 髙橋 規文 髙橋 規文 超音波検査士 山本 普隆 

腹部超音波検査 超音波検査士 超音波検査士 松浦 桂司 佐伯 一成 
山口 裕樹 

（矢野 愛恵） 

外来診療担当医表     平成３０年 5 月分 

http://www.nagato-hp.jp/

