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○病院事業局の紹介
・病院医師・診療科
・非常勤医師
・介護老人保健施設
・大島看護専門学校
○周防大島町内病院・医院のご紹介

地域住民に安全・安心な医療・介護・福祉を提供するために
親しまれ、愛され、信頼される組織になるよう職員一丸となって努めます
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大島病院は、地域の皆様方の普段のかかりつけ医療機関として、また急に
具合が悪くなったりケガをしたときなどに必要に応じて入院での治療もでき、
頼りになる病院としての機能を保つことができるようこれからも努力をしてま
いります。
また、将来の地域医療を担う若い医師や看護師などの医療従事者を育成する
機関として教育や指導にも力を入れてまいりますので、皆様方のあたたかいご
まつもと

支援・ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

外科・リハビリテーション科

院長 松本 直晃

消化器

私の専門分野は外科・心臓外科です。
けがの治療や手術後の療養など外科全般
の診療に加え、訪問診療を中心とする
在宅療養にも力を入れています。
入院医療、他の病院からの転院、がん
やその他の疾患による痛みに対する緩和
医療などの相談にも対応いたしますの
で、お気軽にご相談ください。
まつもと

松本

な お あき

直晃

腎臓内科

い ま だ

今田

あき お

聰雄

※日本外科学会認定外科専門医
※日本プライマリ・ケア連合学会認定医・指導医

昭和 20 年 8 月、終戦とともにご先祖の故郷、
沖浦村横見に帰省、沖浦西小学校を卒業して、防
府市の中学・高校を経て東京で医師になりまし
た。20 年間の東京での生活後、大阪の大学病院
で 31 年間、腎臓・高血圧・透析医療の診療・教
育・研究に携わり、その後 10 年間の民間病院で
の勤務を経て、61 年振りに「人はいさ心も知ら
ず故郷の花は昔の香に匂ひける」の築 85 年の旧
居に住むことになりました。
故郷の町のお役に立てればと腎臓病、糖尿病、
高血圧、透析療法について、医師として 50 年を
超えた経験を活かしたいと思います。

やぶした

よ し こ

藪下

芳子

外

科

大島病院で内科 4 診を担当していま
す。出来る限り内科全般を診させてい
ただいております。
どうぞよろしくお願いいたします。
※日本消化器病学会認定消化器病専門医
※日本消化器内視鏡学会認定内視鏡専門医
※日本内科学会認定総合内科専門医
ふるい

古井

佐伯

私は山口大学消化器病態内科学教室で
医師としての臨床研修を受けましたので、
消化器内科が得意分野です。ですが、他の
内科疾患も診させていただいています。
月曜日・木曜日・金曜日に外来を、火曜
日に上部消化管内視鏡検査・大腸内視鏡検
査・腹部超音波検査を担当いたします。小
さなことでもお気軽にご相談ください。
※日本消化器病学会認定消化器病専門医
※日本消化器内視鏡学会認定内視鏡専門医

としふみ

俊文

循環器

さいき

※日本内科学会認定専門医・指導医
※日本腎臓学会専門医・指導医
※日本透析医学会認定専門医・指導医

消化器

眼

おおにし

大西

やすひこ

泰彦

科

に し だ

香

消化器

まさひこ

みずなが

真彦

水永
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内科全般を担当していますが、専門領域
は循環器内科です。当院では心臓超音波検
査やホルター心電図、運動負荷試験を行う
ことができます。また、外科と協力して恒
久的心臓ペースメーカー植え込み術(保険適
用)を行っています。急性心筋梗塞等で高度
医療を要する場合は、周東総合病院や岩国
医療センターと連携して診療を行っていま
す。その他に、周防大島町の学校検診で心
電図の二次検診を担当しています。よろし
くお願いします。

眼科全般の診療を行っておりますが、コ
ンタクトの処方は行っておりません。白内
障手術予約は現在約 4 か月待ちです。外来
担当は月、水、金曜日が大西、火曜日は山
口大学医師です。木曜日は手術または予約
検査日となっておりますので、外来受付は
しておりません。来院前にお電話でご確認
ください。今後ともよろしくお願いいたし
ます。

かおり

平成 9 年山口大学第一外科入局
し、今年で 22 年目です。大島病院に
赴任して、もうすぐ 9 年となります。
周東総合病院外科と密に連携を取
り、大島町民の皆様が必要とする医療
を心掛けながら、日々の診療を行って
参ります。

西田

なおあき

ゆ う こ

裕子

※日本眼科学会認定眼科専門医

平成 28 年 4 月より大島病院でお世話
になります、内科の水永裕子です。今まで
県西部、北部で消化器内科医として、診療
に当たって参りました。特に肝臓について
携わって参りました。
昨今の肝炎治療革新は早く、良くなって
います。より良い治療を地域の患者さんに
提供できればと思っております。よろしく
お願いいたします。
※日本消化器病学会認定消化器病専門医
※日本消化器内視鏡学会認定内視鏡専門医
※日本肝臓学会認定肝臓専門医
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県内の医師不足は僻地医療に大きな影を落とし、医療崩壊が迫りつつあること
を実感しています。当院はベテラン医師の踏ん張りによりどうにか維持出来てい
るのが現状です。しかしながら、少子高齢化・人口減少の当地域では健全な医療
経営は困難であり、町民の方々もご存じのように今後医療改革（縮小・廃止）が
喫緊の課題となっています。このような事を踏まえて町民の方々に安心して医療
が出来るような着地点を目指せる様尽力いたす所存です。何卒ご理解の程、よろ
しくお願いいたします。

整形外科

整形外科・リハビリテーション科

むらかみ

村上

外

あ だ ち

足立

てつろう

哲朗

科

あつし

淳

循環器

さわちか

澤近

内

たかし

節

昨年の当科での手術件数は 90 件程有
り、微弱ながら増加しています。高齢者の
大腿骨・上腕骨近位端骨折などが主体です。
従来までは島外の病院に搬送していました
が、循環器内科・麻酔科医師のサポートで
当日あるいは翌日での手術が可能となって
います。高齢者の骨折治療は合併症予防の
観点からも早期の手術が望ましいとされて
います。尚、当院では人工関節置換術や脊
椎疾患の手術は行いません。手術適応の方
は然るべき病院へ紹介させていただきま
す。気楽に受診され、ご相談ください。
東和病院に赴任して 3 年目になります。
今年から外科医、内迫先生が着任され外科は以
前のように 2 人体制となりました。常勤麻酔
科医の上司先生もおられ、今まで自宅が周防
大島であるにもかかわらず、緊急手術、または、
高度の外科手術が必要とのことで、周東総合
病院、岩国医療センター等にお願いしていた
患者さんを当院でも対処する体制が整いまし
た。今まで通りできるだけこの地区での治療の
完結をめざし、開業医の先生とも連携し頑張っ
て行きたいと思います。より高度な治療を要す
る時や、ご要望がある時は、今まで通り前記
病院などにすぐ送れる体制も維持しています。
お気軽にご相談ください。

高血圧、脂質異常症、糖尿病、循環
器（心不全、狭心症、心筋梗塞、不整
脈）
、呼吸器（かぜ、肺炎、軽い喘息）
、
脳卒中（一部は当院では対応困難）、
心臓の MRI などを担当しています。
MRI では超音波検査で見えない心臓
の形態や動きがわかったり CT ほどで
はないですが冠動脈が狭くなってい
るかどうかも（狭心症や心筋梗塞の
原因）わかります。

ゆういちろう

攸一良

科

うちさこ

内迫

亘
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てつろう

村上

哲朗

例えば、開眼して片脚で 15 秒以上立位
を保持できない状態を運動器不安定症と
言います。この状態を放置して対策を講じ
なければ寝たきり状態へ進展する可能性
を否定できません。運動器不安定症の原因
となる疾患として、脳卒中や整形外科的
疾患として日常的に診療している変形性
関節症、脊椎疾患、骨粗鬆症に起因する
下肢の骨折などが挙げられます。寝たきり
状態に至らない様に、これらの疾患に今後
も対応して参ります。
※日本専門医機構認定整形外科専門医

美祢市立病院に 2 年赴任後、4 月
よりお世話になっています。
それ以前には、岩国医師会病院に
１０年間、同級生の足立副院長と勤
務し、地域医療を担ってきました。
高齢化の進む周防大島町では、
地域のニーズに応えられるように
努めたいと思います。
よろしくお願い申し上げます。

ひろゆき

し げ き

茂樹

大島に来て１０年以上になります。
診療科は循環器内科（心臓の病気や
高血圧など）です。坂を上るのに途中
で何度も休むようになった。仕事をす
ると疲れがひどい。など最近気になる
ことはありませんか。年齢のせいと決
めつけていませんか。もしかすると
病気の前兆かもしれません。
気になることがありましたら、ぜひ
一度ご相談ください。

科

わたる

むらかみ

博幸

循環器

岩川

※日本内科学会認定総合内科専門医
こ ば し

外

いわかわ

※日本内科学会総合内科専門医

専門領域を特定せず、内科医と
して仕事をしています。検査結果
を過信せぬよう今後も心がけま
す。
病名は同じでもひとりひとり
治療法は違います。

小橋

た な か

田中

院長

桜色は、今年度
赴任した医師です。
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麻酔科

内

科

月曜、金曜の内科業務と手術部での

上司

厚と申します。総合診療医とし

麻酔業務を担当しています。周防大島

て離島や山間部で診療をしてきまし

町の医療体制はとても特殊であり、本

た。専門的な手術などはできませんが、

土の総合病院とは異なると日々感じま

あらゆる症状に対して対応するのがモ

すが、地域の皆様に貢献できるように

ットーです。年齢や持病、専門領域に

精進していきたいと思っております。
かみつかさ

本年 4 月より新しく赴任しました。
髙山

こだわらず、なんでもご相談ください。
たかやま

あ き こ

明子

髙山

あつし

厚

２０１9 年６月１日時点

TEL：0820（77）1000

回復する見込みのある患者様に必要な治療をすべて行うのは当然です。
80 代 90 代のお年寄りで

かつ終末期の患者様の場合は、入院時に主に

御家族と何をどこまで行うか お話をさせていただいて、できるだけその
御意向に添うよう治療いたします。

内

おか

岡

歯

み ぎ た

右田

科

たかし

隆

科

やすゆき

おか

院長

内科を担当しております。体調等で
お悩みの方はどうぞご相談、受診なさっ
てください。一般医が診察した上で
専門医を紹介、専門医の診断が確定した
後そのフォローを再び紹介した病院が
行うというのは標準的なパターンです。
あなたの「いつまでも健康で長生きし
たい」という願いにお答えする第一歩
は、かかりやすい医師に気軽にかかるこ
とからと考えております。

当科は歯周病治療を中心とした歯科
を行っています。最近では治療だけで
はなく、予防を伴った口の中の定期的
管理に力を注いでいます。
特に問題ない方でも、現状維持のた
めに定期検診・歯石除去をお勧めして
います。山口大学医学部歯科口腔外科
の関連病院でもあり、治療の効率化を
図るために、基本完全予約制となって
おります。

泰之
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内

やまもと

山本

科

とおる

徹

たかし

岡 隆

橘病院に勤務して 18 年がたちまし
た。地元密着のプライマリケア医を目
指しています。
プライマリは「初めの」で、ケアは、
強引な翻訳ですが「医療、診療」とな
ります。かみくだいていうならば、日
頃はかかりつけ医で、いざという時は
基幹病院でという、医師のすみ分けで
す。近隣の先生方に、ご協力いただき
ながら、日常診療を続けております。
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診療科

医師

病院名

～石原病院事業管理者より～

内
科
(消化器)

沖田

内
科
(循環器)

赤瀬 英亮

大島（金）

山口大学医学部附属病院の医師で循環器内科の診療をします。高血圧、高脂血症の疑いのある
方は受診して下さい。

発達小児科

市山 高志

東和(第 2 水)
大島(第 1,3,4 水)

周南市の鼓ヶ浦こども医療福祉センター副院長で小児科医です。特に小児の発達については専
門領域の１つです。お一人の診察に時間がかかりますので完全予約制にしています。

樽谷 貴之

大島(午前)橘(午後)木

河野 崇志

東和(午前)大島(午後)火

古家 裕巳
堀部 裕一郎

東和(午前)橘(午後)
金・隔週

小川 浩司

大島（火）

周東病院リハビリテーション科部長で、週に１日大島病院の整形外科外来を担当いたします。
首、肩、腰の痛み、上肢（手）、下肢（足）の痛み、しびれ、膝などの関節の腫れや痛みがあれ
ば早めにご相談下さい。

住浦 誠治

大島（金）

手外科マイクロを用いた再建術の専門医です。昨年は常勤医でしたが、週に１日大島病院の整
形外科外来を担当いたします。

森

純一

東和（水）

沼

秀親

橘(木・金)
大島（水）

田原 正則

大島（金）

浅野 耕助

大島（第 4 月）

神明 俊輔

大島（第 2 月）

金子 信幸

橘（木）

耳鼻咽喉科

極

山口大学の名誉教授（元山口大学附属病院長）です。肝臓が悪い（身体がだるい、少し黄色い
東和
（月 1 回不定期） など）と思ったり、他人から指摘された方は一度受診して下さい。早期治療が重要です。

整形外科

泌尿器科

耳鳴り、耳痛、めまい、鼻出血、鼻づまり、鼻汁、嗄声（声がかすれる）などが長く続くとき
は、一度は受診して下さい。大きな手術が必要な際には広島大学病院での対応も可能です。

山口大学医学部附属病院泌尿器科の医師で、泌尿器科の診療を担当いたします。
平成 17 年 7 月より橘病院で常勤医として、その後非常勤医として勤務しています。尿に血が
混じる、尿が出にくい、あるいは漏れるということあれば一度ご相談下さい。
大島病院では人工透析も担当しています。
山口大学医学部附属病院泌尿器科の医師で、泌尿器科の診療を担当いたします。
広島西医療センターの泌尿器科部長及び医長で、診療及び入院患者を担当いたします。
大きな手術が必要な際には広島西医療センターでも対応可能です。

金子信幸医師は、徳山の開業医です。下村裕教授と川上かおり医師は、山口大学医学部付属病
院皮膚科の医師で、皮膚科領域の外来を担当いたします。出口弘隆医師は、平成２７年１０月ま

川上 かおり
皮 膚 科
下村

裕

東和（第 2,4 金）
大島（第 1,3,5 金） で大島病院の常勤医でした。各皮膚科医師は、あせも・アトピー性皮膚炎・口唇ヘルペス・湿疹・
床ずれ(褥瘡)・尋常性乾癬・帯状疱疹・脱毛症・天疱瘡・皮膚腫瘍・巻爪・水いぼ(伝染性軟属腫)・
東和(第 3 金)
水虫・やけどなど、皮膚・髪・爪全般に関する診療を担当いたします。年をとるとともに皮膚科
疾患は増えます。皮膚病変のなかには、時に内臓病変が隠れていることがありますのでお気軽に

歯

科

出口 弘隆

大島(月２回不定期)

右田 真紀子

橘

科

脳神経外科

外

科

放射線科

右田泰之医師と共に、歯科診療を行っています。（予約制）
※新患受付は月～金曜日 午前 ８：３０～１１：００ 午後１３：００～１６：００
眼科の診療を東和病院と橘病院の両病院で診療しています。
橘病院では水曜日の午後にコンタクトレンズの処方、金曜日の午後に予約でメガネ合わせ、
レーザー治療(保険適用)をしています。手術の必要な方や難症例につきましては、ご相談のうえ他
の病院を紹介させていただきます。

章典

東和(月・木)
橘(火・水・金)

太田 真実

大島（第 1 火）

小林 由佳

大島(第 2・4 火)

緒方 惟彦

大島(第 3 火)

原田 有彦

大島(第 2・4 金)

上田 祐司

大島(水)

一宮 正道

橘（月･火）

長い間徳山中央病院で勤務していました。広く外科を診察します。

福山

大島（検診）

健診・検診を主に担当いたします。早期の胃がん等を発見するための胃透視検査を行います。

郡

眼

ご相談下さい。

勝

山口大学医学部附属病院から応援に来られ、外来を担当いたします。目がかすむ、ぼやける、
見えにくい、光をまぶしく感じるなどがあれば、お気軽にご相談下さい。

徳山中央病院の脳神経外科主任部長および部長で、外来を担当いたします。脳ドックも担当し、
異常が見つかれば早期に徳山中央病院での手術も可能です。
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第3号

TEL：0820（77）1212

施設長

おかもと

きよし

岡本

潔

病状の安定した方に、医学的管理のもと、介護や機能訓練、その他必要な医療と
日常生活上のお世話などを提供しています。そして利用者の能力に応じた日常生活
を営むことができるようにし、一日でも早く家庭での生活に戻ることができるよう
支援しています。
また、利用者の方が自宅での生活を一日でも長く継続できるよう、短期入所療養
介護、通所リハビリテーションといったサービスを提供しています。
病院事業局内の再編を進めていく中で、これまで以上に、利用者の方が家庭での
生活に戻ることができるよう頑張っていきたいと考えています。

TEL：0820（74）5555

≪やすらぎ苑の理念≫
・人権を尊重し、個人に合わせ
楽しく生活できるように援助していきます。
・地域の方に親しまれ信頼される施設にしていきます。
施設長
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かぶと

としゆき

甲

利幸

第3号

TEL:0820(76）0556

本校の教育理念は、生命を尊び、専門職業人としての広い視野、創造性をもっ
て科学的看護が実践できる看護師を育てることです。
周防大島は、海と空の青色に囲まれ、緑の山々の中にみかんの橙色がひときわ
際立つ美しい島です。高齢化が進んだ島で、豊かな人間性を育み、地域医療にも
貢献できる環境で学ぶことができます。そのような美しい環境の中で、学生は
生き生きと勉学に励み、地域の人々との触れ合いの中で人間的に も成長してい

ます。

学校長

是非、一緒に学んで自分のなりたい看護師になりましょう。

やまもと

ゆきこ

山本

幸子

学生さんはもちろん、

今、働いているあなたも、

を目指しませんか？

来年度の募集要項は、7 月上旬に公開予定です。
ホームページにも詳しい情報を掲載しております。
https://www.kango.so.ecomas.jp/

３病院では、健康教室やサロンを実施しております。
開催のお知らせは、防災無線や院内ポスターの掲示で
行っております。

興味のあるテーマの時は
ぜひ、ご参加ください♪

※写真は過去開催時でありイメージです。
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第3号
２０１9 年 6 月１日時点

周防大島町
医療の

安本医院 ☎73-0822

日良居病院 ☎ 73-0527
精神科 神経科

山中クリニック ☎ 72-0152
外科 内科 整形外科
胃腸科 肛門科

胃腸内科 胃腸外科 外科
整形外科 泌尿器科 肛門外科
リハビリテーション科 放射線科
麻酔科 脳神経外科

※脳神経外科（但し、受付は 14：00 まで）
※臨時休診あり

か わ い

こう じ

院長 河合
院長

やまなか

宏治

院長

やすもと

安本

ただみち

忠道

たつひこ

山中 達彦

おげんきクリニック ☎74-2490

しまかぜ在宅支援診療所
☎ 78-2533

消化器科 整形外科 外科 麻酔科
リハビリテーション科 皮膚科 泌尿器科

内科

おかはら

ひと し

仁志

院長

かわぐち

川口

ひろし

寛

正木内科医院 ☎ 77-0021
内科

泌尿器科
かわおか

脳神経外科

※往診で不在にしている事が多いため
電話連絡して下さい。

泌尿器科外来 15：00～17：00
往診のみ（外来なし）
※月１回休診（確認して下さい）

院長 岡原

小児科

ともひろ

川岡 知博
川口医院 ☎ 78-0306
内科 外科 小児科

野村医院 ☎ 76-0017
内科

※往診などで時間の変動があります。

ま さ き

院長正木

内科

まさき

大島郡医師会 会長
院長

のむら

野村

正木

としかず

壽和
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す み お

純生

みちお

充生

院長

かわぐち

川口

し ん じ

新治

