
平成30年度 辞令交付式
浜田医療センター院長 石黒  眞吾

　平成30年4月2日に今年度の辞令交付式が行われました。
　このたび他施設から移って赴任されてきた方、機構病
院間での配置換え、あるいは3月に学校を卒業され、初
めて就職されたのが浜田医療センターである方と、いろ
いろな状況があるでしょうが、皆さんを歓迎するとともに
何より当院で一緒に働いていただけることを感謝申し上げ
ます。
　内訳は医師として14名が新規採用となり、常勤医師は
総数で51名とかつてない大所帯となりました。さらに7名
の研修医が来てくれました。コメディカルでは4名が転入、
7名が新規採用であり、看護では5名が転入、新規が28名、
そして事務部では3名が転入、新規採用が2名であります。
　このようにたくさんの方々が新たに仲間となって、新し
い出会いがあり、新年度が始まったと感じました。早く浜
田での生活に慣れていただき、当院での業務に専念でき
るようお願いします。
　浜田医療センターは西部の拠点病院として、がん診療
連携拠点病院であったり、三次の救急救命センターを擁
していたりする急性期中心の病院を目指してきました。
　しかし、超高齢化社会を迎えた今日、これからの多死
社会に対応するため、医療環境は急速にパラダイムシフト
が求められています。かつての医療は感染症中心であり多
くが克服されました。その後は癌、あるいは生活習慣病と
して糖尿病、心・血管疾患がクロ－ズアップされてきまし
たが、結局は老年期を迎えれば癌にもなり、血管障害にも
なるわけで、さらに多疾患を併存し複雑化してきています。

それに付け加え、認知症を併発することが大きな問題で
す。健康寿命を過ぎた方を看取るまでの医療・介護の社
会システムをいかに形成するかが問われています。急性期
医療は短縮され、より在宅とか介護へのシフトが求めら
れています。
　そういった医療の転換期を迎えた状況で、浜田医療圏
での中核病院として良質な医療を提供する必要がありま
す。この医療圏ではポスト急性期の病床は少なく、回復期、
慢性期の受け皿は多くありません。今後、浜田医療セン
ターは在宅を視野に入れ、訪問看護や介施設との連携を
より緊密にする必要があります。
　医療環境が変化していくことには対応していかなければ
なりません。しかし、最終的には患者さんを中心とした病
院に関わるすべての方（ステークホルダー）が喜んでいただ
けるには職員一人ひとりがどうすればよいか、という視点
にたって職員が同じ方向に向かうことが大切と考えます。
　皆さんには新しい環境に戸惑い、違和感を覚えるかも
しれませんし、いろいろとご負担もかけるかとは存じます
が、新鮮な発
想 と 視 野 を
持って浜田に
新しい風を吹
かせていただ
ければと期待
しております。

①出身大学　②趣味　③浜田医療センターについて〈または一言〉●新任医師
外科医師
原　和志
（はら・かずし）

①島根大学（平成27年卒）
②映画
③2回目の浜田医療センター勤務で
　す。地元の医療に貢献できるようが
　んばります。

腎臓内科医師
岩下　裕
（いわした・ゆう）

①島根大学（平成23年卒）
②自転車、車、子育て
③各種腎疾患、保存期腎不全から末期腎不全まで標準
　的な医療を提供できるように努めます。

腎臓内科医師
岩下   裕子
（いわした・ゆうこ）

①島根大学（平成24年卒）
②読書、旅行
③誠実な診療を心がけます。よろしくお願いいたします。

麻酔科医師
渡辺  康江
（わたなべ・やすえ）

①鳥取大学（平成19年卒）
③患者さんにとって手術室での治療
　が快適であるよう努めます。

整形外科医師
田中  孝明
（たなか・たかあき）

①島根大学（平成20年卒）
②サッカー

整形外科医師
猪木迫  彩香
（いのきざこ・あやか）

①島根大学（平成27年卒）
②スポーツ
③初期臨床研修に引き続きお世話に
　なります。よろしくお願いします。

総合診療科医師
松田  花子
（まつだ・はなこ）

①島根大学（平成23年卒）
②食べること
③医局の先生方、外来・病棟の皆様
　には既にお世話になりお礼申し上
　げます。時間短縮勤務ですが、少し
　でもお役に立てるよう努力致しま
　すので宜しくお願い申し上げます。

総合診療科医師
石原 慎一郎
（いしはら・しんいちろう）

①近畿大学（平成26年卒）
②音楽、映画
③よろしくお願いします。

脳神経外科医師
辻　将大
（つじ・まさひろ）

①島根大学（平成26年卒）
②美容と健康
③患者さんやご家族にやさしい医
　療を心がけて日々診療にあたっ
　ています。

消化器内科医師
三上  博信
（みかみ・ひろのぶ）

①島根大学（平成19年卒）
②バスケ、車、家電
③地域の皆様お役に立てるよう、努
　めてまいりますので、宜しくお願
　いいたします。

消化器内科医師
三代　剛
（みしろ・つよし）

①島根大学（平成12年卒）
②登山
③浜田地域の医療に微力ながら御役
　に立てるように頑張って参ります。
　宜しく御願い申し上げます。

産婦人科医師
李　理華
（り・りふぁ）

①山口大学（平成17年卒）
③女性のお役に立てるように頑張ります。
　宜しくお願いします。

1514

消化器内科医師
張　優美
（ちょう・ゆうみ）

①島根大学（平成25年卒）
②ドライブ
③浜田に貢献できるように頑張ります。

心臓血管外科医師
熊谷  国孝
（くまがい・くにたか）

①鳥取大学（平成26年卒）
②テニス
③また浜田医療センターで働くこと
　ができ光栄です。精一杯頑張りま
　すので何卒よろしくお願いします。
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