
　皆さんおはようございます。
　今、皆さんに辞令交付いたしまして、たくさんの方々が
新たに加わり、新年度が始まったと感じました。
　他施設から移って赴任されてきた方、国立機構病院間
での配置換え、あるいは今春卒業したばかりで初めて社
会人になった方など、いろいろな状況があるでしょうが、
皆さんを心より歓迎いたします。
　また、この後３時間程度で新元号の発表があります。平
成最後の辞令交付式であり、新しい元号とともに皆さん
の人生の節目として記憶に残ることでしょう。
　このたび７７名の常勤職員と10名の非常勤の方が新た
に当院で働くこととなりました。内訳は常勤医師として１５
名が新規採用となり、さらに６名の研修医が来てくれまし
た。看護師は３３名、薬剤師２名、放射線技師４名、検査
技師３名、リハビリ療法士８名、臨床工学士１名看護学校
教員１名、そして医療社会事業専門職１名、その他非常勤
職員が４名です。
　浜田医療センターは西部の拠点病院として、急性期中
心の病院を目指してきました。しかし、超高齢化社会を向
かえた今日、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。癌、
あるいは生活習慣病として糖尿病、心・血管疾患が死因
として取り上げられていますが、結局は老年期を迎えれば
これらの多疾患を併存し、さらに認知症が加わって医療・
介護を複雑化させています。地域にとっては健康寿命を過

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。
　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。急性期の治療を経た患者さんの受け皿として、慢性
期病床が足りていないように思います。今後、浜田医療セ
ンターは在宅を視野に入れ、訪問看護や介護施設との連
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。
　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。

平成31年度 辞令交付式（平成31年4月1日）
浜田医療センター院長 石黒  眞吾

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

呼吸器内科医師　
谷野　明里
（たにの・あかり）

①島根大学
②食べること
③患者さんのために頑張りますの
で、よろしくお願いいたします。

消化器内科医師　
田中　晋作
（たなか・しんさく）

①島根大学
②海外旅行
③何事にも興味・疑問を持ち、日
々の診療に取り組みます。

消化器内科医師　
高橋　佑典
（たかはし・ゆうすけ）

①島根大学
②バスケットボール
③浜田の皆さんが安心できる治療
を提供します。

循環器内科医師　
岡田　大司
（おかだ・たいじ）

①島根大学
②サッカー
③島根県西部の循環器診療拠点病
院の一員として頑張ります。

腎臓内科医師　
大庭　雅史
（おおば・まさふみ）

①島根大学
②釣り、映画鑑賞
③初期研修を終えたばかりで腎臓
内科としてはもちろん医師として
もまだまだですが、地域に少しで
も貢献できるよう頑張ります。

外科医師　
永嶺　彩奈
（ながみね・あやな）

①島根大学
②食べること、習字
③最善を常に探していきたいと思
います。よろしくお願いいたし
ます。釣りをしてみたいです

整形外科医師　
重髙　智弘
（しげたか・ともひろ）

①島根大学
②サッカー
③精一杯頑張りますので、よろし
くお願いいたします。

脳神経外科医師　
安田　慎一
（やすだ・しんいち）

①島根大学
　

心臓血管外科医師　
岸本　望
（きしもと・のぞみ）

①鳥取大学
②ドライブ、旅行
③地域医療に貢献できるよう精一
杯頑張ります。よろしくお願い
します。

産婦人科医師　
折田　剛志
（おりた・たけし）

①山口大学
②ピアノ演奏
③精一杯頑張ります。よろしくお
願いします。

消化器内科医長
大嶋　直樹
（おおしま・なおき）

①島根大学
③江津市の出身です。久しぶりに石見地方に戻ってきまし
た。微力ながら地元の医療に貢献できるように頑張って
参りますので、よろしくお願い申し上げます。

総合診療科医師
矢本　琢真
（やもと・たくま）

①島根大学
②読書
③貢献できるよう頑張ります。
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　今年も当院初期研修医への歓迎の挨拶のため、久保田
浜田市長が来院されました。「研修に力を注ぐとともに、
山と海、両方の自然豊かな浜田での生活も満喫してほし
い」との激励のお言葉をいただきました。当院からは１年目
６名、２年目４名の研修医が参加し、浜田での研修を希望
した理由や、将来どのような医師を目指しているかについ
て、自己紹介と共にお話しさせていただきました。はじめ
は緊張した雰囲気に包まれながらの歓迎会でしたが、座
談においては、浜田地域での暮らしぶりの話で会話も弾
み、次第に和やかな雰囲気に包まれていきました。最後に
記念品として、浜田の名産品を久保田市長自ら研修医に

手渡すとともに、それぞれの研修医に激励のお言葉をか
けていただき、出席者全員で記念撮影を行って散会とな
りました。これから本格的に研修が始まり、様々な困難・
試練が訪れるであろう研修医にとっても、大変励みになる
機会となりました。
　これから診療において研修医が地域の皆様にお目に係
る機会もあるかと思います。至らない点もありますが、一
人前の意志になるために日々精進してまいりますので、こ
れからも温かいご支援をよろしくお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（庶務班長　折出）

４月８日（月）浜田市長来院

浜田市長による研修医歓迎激励会

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

初期臨床研修医
柴田　洋平
（しばた・ようへい）

①鳥取大学
②登山
③頑張ります！

初期臨床研修医
濵崎　由文
（はまさき・よしふみ）

①島根大学
②食事
③頑張ります。

初期臨床研修医
岩田　雅人
（いわた・まさと）

①島根大学
②旅行、サッカー
③初心を忘れずに、日々頑張りま
す。

初期臨床研修医
河野　謙人
（こうの・けんと）

①島根大学
②テニス、映画鑑賞
③まだまだ医師として未熟ですが、
浜田医療センターでしっかり成長
したいと思います！

初期臨床研修医
内藤　聖記
（ないとう・まさき）

①島根大学
②サッカー
③２年間、浜田の医療に貢献できる
ように頑張ります。

産婦人科医師
中村　康平
（なかむら・こうへい）

①島根大学
②バイオリン、登山、ウルトラマ
ラソン

麻酔科医師
松本　慶太
（まつもと・けいた）

①島根大学
②音楽を聴くこと
③手術を安全に安心して受けていただけるよう努めていき
ます。

初期臨床研修医
佐々木　眞優
（ささき・まゆ）

①島根大学
②旅行
③一生懸命頑張ります。よろしく
お願いいたします。

放射線科医師
岸本　美聡
（きしもと・みさと）

①鳥取大学
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