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理念

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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3 病院の医師を紹介します。

公営企業管理者

石原

得博

私たちは周防大島町３病院（東和病院、橘病院、大島病院）、２老健施設（さ
ざなみ苑、やすらぎ苑）、大島看護専門学校、４居宅介護支援事業所、訪問看護
ステーションおよび検診・健診事業などを健全に維持することにより周防大島町
民の医療・介護・福祉の充実を目指しています。
今回は３病院の医師の紹介を、自己紹介を中心に掲載します。ぜひ、患者さん
や家族の皆さんで選択して、３病院いずれかの専門の医師に罹って頂きたい。
一人の医師で対応できない疾患もありますので、各医師がさらに専門の医師を紹
介します。
３病院を中心に公営企業局の事業を堅持し、地域住民に安全・安心な医療・介護・福祉を提供するた
めに、経営改善に全力をあげ、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最大限
の努力をして参りますので、ぜひ、ご理解を頂き、暖かい目で見守り、周防大島町内の医療・介護・福
祉施設を利用して下さい。

*********************************************

〒742-2921
山口県大島郡周防大島町大字西方 571 番地 1
TEL 0820（78）0310
FAX 0820（78）1885

東和病院

医師のご紹介
内科一般、生活習慣病、高血圧、糖尿病、感染症、健診など全て診ます。必要な場合に
は専門医に紹介します。特に専門は血液疾患です。高齢者では貧血の患者さんを多くみま
す。それらの原因は栄養不良、慢性疾患、感染症に伴うものなどいろいろあります。また
白血病、骨髄異形成症候群、リンパ腫、骨髄腫など高齢者に特有な疾患も増加しています。
原因に則した治療をする必要があります。心配な方は是非御受診ください。
※日本血液学会 血液専門医

院長（内科・血液内科）篠原

健次

整形外科の診療範囲は広いため、細分化され都市部の大病院では脊椎外科、関節外科、
手の外科等々各々専門的なチームに分かれて診療しています。しかし近隣では一般的には
細分化された専門科を標榜している病院はなく、一応に診療をしています。一人の整形外
科医が全ての分野を専門的に診療することはあり得ませんので、高度に専門性を要求され
る疾患や外傷に遭遇した場合は適切な医療機関に紹介することになります。日常的に整形
外科医が診療している症状としては、首や肩の痛み、上肢の痛みやしびれ、背部痛、腰痛
や下肢の痛みやしびれ、各関節の痛みや機能不全、四肢の変形などの疾患、骨折や関節脱
臼（関節外傷）等の外傷が挙げられます。※東和病院(月・水・木・金) 橘病院(火)午前

名誉院長（整形外科）田中
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外科医です。胃癌や大腸癌などの消化器悪性腫瘍や胆石症、急性虫垂炎など消化
器領域の外科的治療が専門です。
また、外傷など緊急的外科治療を要する疾患にも積極的に対応します。
※日本外科学会外科専門医

副院長兼外科部長

甲

利幸

胃、大腸、肝臓、胆嚢、膵臓といったお腹の中の癌の治療を専門にしています。
すべての癌を東和病院で手術するわけにはいきませんがどんな手術をすべきなの
か、どんな治療をすべきなのか気軽に相談に来ていただきたいと思います。幸い
一般病院の勤務が長いので外科一般についてどんなことでも診察していくつもり
です。ご自身のこと、身内の方に関することどんなことでもお気軽にご相談くだ
さい。
＊東和病院（月・木・金:隔週）午前

橘病院 （水）午前

外科部長

山口

洋介

日本内科学会 総合内科専門医
＊東和病院（月・水・木・金）午前

大島病院 （火）午前

内科部長

小橋

亘

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。

内科部長

澤近

節

大島に来て約１０年になります。専門は循環器（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。

内科部長

岩川

茂樹

高血圧、高脂血症、糖尿病など多数の病気を同時に抱える方は多くいらっしゃ
います。当院で治療できる方はもちろん、当院ですべての治療が行えない方も適
切な医療機関へご紹介することは可能です。かかりつけ医として、いつでも相談
に乗りますので、気軽に受診していただければ幸いです。なお、往診を希望され
る方にも、可能な範囲で対応いたします。

内科
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〒742-2806
山口県大島郡周防大島町大字西安下庄 3920 番地 17
TEL 0820（77）1000
FAX 0820（77）1524

橘病院

医師のご紹介
内科一般を担当しております。体調等でお悩みの方はどうぞ相談、受診なさってください。
一般医が診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よくあるパターンです。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。
それから、余生を安らかに過ごされたい方に無理な延命治療は行わない基本方針ですが、ご家
族が希望された場合は濃厚な治療も行ないますので、入院時にご相談ください。

院長（内科）

岡

隆

医師免許取得後、７年間の胸部外科生活を経て、平成１３年に周防大島町に帰ってきまし
た。今は、各分野の２割の知識を持って、すべての医療の８割を担う、特定の分野に特化し
ない医療を行っております。当院で対応困難な場合は、地域の基幹病院と協力しながら、治
療を進めていくことになります。例えば英語を理解するに、英単語のすべてを知る必要はな
く、英単語の２割を知っていれば、８割方の英語は理解できるといった具合です。
専門性を持った医師と持たない医師を分けた治療は、高度な専門性が必要な方に、効率よ
く医療を提供する仕組みと考えられています。

副院長兼内科部長

山本

徹

当科では、ブラッシング中心の歯周病治療を基本とする一般診療を中心に行っており、
自費診療も積極的に行っております。また有病者を他科と連携し入院下にて治療を行う
こともあります。山口大学医学部歯科口腔外科の関連病院としても機能しており、高齢
者率の高い周防大島の歯科治療を担っております。
※新患受付

月～金曜日（予約制）午前 8：30～11：00

午後 13：00～16：00

歯科部長

右田

泰之

眼科一般につき診療
月・木（午前）
：東和病院、

火・水・金（午前）
：橘病院

橘病院にて、水曜日の午後はコンタクトレンズの処方、水・金曜日の午後は予約でメガ
ネ合わせ、レーザー治療をしております。手術の必要な方や難症例につきましては、ご相
談のうえ、他の病院に紹介しております。

眼科
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〒742-2106
山口県大島郡周防大島町大字小松 1415 番地 1
TEL 0820（74）2580
FAX 0820（74）4842

大島病院

医師のご紹介
私の専門は心臓外科でしたが、現在大島病院では広く外科一般の診療を行ってい
ます。また病院総合医を目指しています。訪問診療や入院・他院からの転院などお
気軽に御相談ください。
※日本外科学会 外科専門医

院長（外科）

松本

直晃

私の専門分野は、消化器内科です。食道・胃・十二指腸・小腸・大腸・肝臓・胆
嚢・膵臓の疾患です。その中でも特に、胆嚢・膵臓の疾患をよく診ていました。私
は大島病院で内科の４診を受け持っています。腹痛、癌や胆石、肝臓が心配な方は
どうぞいらしてください。月曜日から木曜日に外来をしております。

副院長兼内科部長

(消化器)

古井

俊文

内科全般を担当していますが、専門領域は循環器です。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。

内科部長

(循環器)

佐伯

泰彦

これまで心臓血管外科で勤務しておりましたが、大島病院赴任以来、一般外科と
して勤務しております。当院での手術は腰椎麻酔・局所麻酔で可能な手術を全般に
行っております。鼠径ヘルニア・下肢静脈瘤・体表腫瘤・血栓除去などです。また
他院で手術を受けられた患者様で引き続き入院加療が必要な場合や、整形外科・脳
外科（非常勤）から入院を要する場合は担当を依頼されることがあります。

外科部長
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大島病院

医師のご紹介
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)・水虫・やけ
どなど、皮膚・髪・爪全般に関する診療を担当しています。手術治療は予約制で事
前の診察が必要です。通院が困難な方には往診も行っています。大島病院か東和病
院、近い方の病院にご相談ください。
＊大島病院 (月・火・木・金)

東和病院 (水)午前

皮膚科医長

出口

弘隆

今まで主に消化器内科医として診察してまいりました。食道、胃、十二指腸、小
腸、大腸、肝臓、胆嚢、膵臓などの腹部臓器の病気が担当になります。また腹部超
音波検査や上部消化管内視鏡検査、大腸内視鏡検査などの諸検査にも携わっていま
す。（大腸がんが増えています。６５才を過ぎれば年に１度は胃や大腸内視鏡検査を受けると安心です。検診の場合は保険外となります。）
＊大島病院 (水・金：診療／月・木：検査)

東和病院 (火;午前：検査)

内科医長
大島病院

眼科部長

橋本

一夫

眼科のご紹介

大西

香

眼科一般診療および手術(主に白内障、眼科形成など)を行っております。
また顔面、眼瞼けいれんに対するボトックス注射、加齢黄斑変性に対する
硝子体注射も行います。最新の機械を導入し、山口大学のご協力もいただ
きながら、大島での眼科治療を充実させるべく努力しております。どんな
小さなことでも、気になる症状があればお気軽にご相談ください。
月、水、木、金：大西

午前 8：30～11：30

火：能美医師 (徳山中央病院)

午前 8：30～11：30

*******************************************************
大島病院に新人視能訓練士就任！～ご挨拶～
4 月から周防大島町立大島病院で視能訓練士として勤めさせて頂いています
中原奈津美と申します。出身地は岩国市錦町です。
視能訓練士は、眼科領域の専門的な知識や技術をもった医療専門職です。具
体的には、遠視、近視、乱視といった屈折異常に関する検査や、白内障や緑内
障など眼疾患に関する検査、眼鏡やコンタクトの処方に関する検査などを行い
ます。また、斜視・弱視の方の視覚の発達を育てるお手伝いをさせて頂い
たり、集団検診、低視力の方への補助具の選定などにも携わっています。
まだまだ学ぶことも多く、未熟者ではありますが、日々勉
強し、地域の皆様の快適な視生活を支えるために
心を尽くして業務に努めたいと思っております。
どうぞよろしくお願い致します。
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３病院
診療科

非常勤医師のご紹介
医師

施設名

沖田 極

東和病院
月１回
(不定期)

瀬川 誠

大島病院
月１回
(第 3 水)

発達小児科

市山 高志

東和病院
(第 2 水)
大島病院
(第 1.3.4 水)

耳鼻咽喉科

石橋 卓弥
河野 崇志
古家 裕巳
佐々木 淳

内科
(消化器)

茶川 一樹
吉村 健
整形外科
小川 浩司
川上 泰広

林田 重昭

荒巻 和伸
三角 拓
田原 正則
馬場 智枝子

東和病院
（水）

沼 秀親

橘病院
(木・金；午前)
大島病院
(水・金；午後)

長尾 一公

大島病院
（金）

淺野 耕助
藤井 照護

大島病院
（月）

皮膚科

金子 信幸

橘病院
（木）

歯

科

右田

橘病院

眼

科

能美 典正

大島病院
（火）

原田 有彦
上田 祐司

大島病院
(水・金；隔週)

一宮 正道

橘病院
（月）

福山 勝

大島病院
（検診）

脳神経外科

外

科

放射線科

真紀子

山口大学の名誉教授（元山口大学附属病院長）です。肝臓学会の理事長を務め、NHK
の「ためしてガッテン」にも出演された肝臓疾患領域においては名医のお一人です。
周防大島町や大畠では肝疾患が多いので、肝臓を主として診察する外来を開設してい
ます。肝臓が悪い（身体がだるい、少し黄色いなど）と思われたり、他人から指摘さ
れた方はぜひ一度受診して下さい。早期治療が重要です。
山口大学消化器内科（第一内科）から応援に来られています。消化器疾患は胃・腸
などの消化管、肝臓・胆嚢・胆道系、膵臓など広い領域にわたりますが、周防大島町
や大畠では肝疾患が多いので肝臓を主として診察する外来を開設しています。
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
ております。

広島大学医学部附属病院から応援に来られ、交替で 3 病院の外来を担当しています。
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
東和病院
続くときは、ぜひ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医学部
橘病院
附属病院で対応いたします。
大島病院
東和病院 火・金（午前) 橘病院 木・金(午後） 大島病院 火(午後)・木(午前)
山口大学整形外科の紹介で徳山中央病院より外来の応援に来られています。田中名
誉院長と一緒に手術を行ってくださいます。疾患によっては、徳山中央病院で診察と
東和病院
（火）
なります。首、肩、腰の痛み、上肢（手）、下肢（足）の痛み、しびれ、膝などの関
節の腫れや痛み等があれば相談して下さい。
小川医師は周東病院リハビリテーション科部長、川上医師は周東病院整形外科医師
です。週に２日大島病院の整形外科外来を担当して下さっています。首、肩、腰の痛
大島病院
（火・金）
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
めに相談して下さい。
前徳山中央病院院長で、管理面のみでなく泌尿器科領域における第一人者です。血
尿（尿に血が混ざる）、排尿障害（おしっこの出が悪い。残った感じがするなどの症
東和病院
（月・水・木） 状）や尿失禁（尿がもれる）がありましたら、気軽に受診して下さい。膀胱がんや前
立腺がんなどの大きな手術が必要な際には徳山中央病院で対応いたします。
徳山中央病院泌尿器科部長及び医師で、一般診療および人工透析を担当して頂いて
東和病院
います。林田先生と同様、膀胱がんや前立腺がんなどの大きな手術が必要な際には徳
（金）
山中央病院で対応いたします。

岡 真太郎

泌尿器科

～石原公営企業管理者より～

山口大学医学部附属病院泌尿器科の医師で、泌尿器科一般の診療および人工透析を
担当しています。
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相談して下さ
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講師で、泌尿器科一般の診療および人工透析を
担当しています。
広島西医療センターの泌尿器科部長及び医師で一般の診療及び入院患者を診てくだ
さいます。大きな手術が必要な際には広島西医療センターで対応いたします。
年をとるとともに皮膚科疾患は増えますので、皮膚科一般領域の外来をお願いして
います。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。
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
徳山中央病院から応援に来られ、外来を担当して下さっています。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、気軽に相談してみて下さい。
徳山中央病院の脳外科主任部長および部長で、外来を担当して下さっています。脳
ドックも担当し、異常が見つかって、早期に徳山中央病院で手術して頂いて後遺症も
残らずに助かった方もおられます。
長い間徳山中央病院で勤務していました。広く一般外科を診察します。
健診・検診を主に担当していますが、胃透視の検査には定評があり、早期の胃がん
を多く見つけています。

以上の他にも不定期で山口大学から教授が応援に来て、常勤医師で不十分な領域を補てんして下さっています。
大部分の疾患を周防大島町内で対応出来るよう体制を整えておりますので、ぜひ、周防大島町の医療機関をご活用
して下さい。
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第3号

東和病院

看護の日イベントを開催しました（5/14）

西光寺保育園の子供さんたちが
出演してくれました。

大島病院

①スプリングコンサートを開催しました（4/24）

ホールから望む瀬戸のお写真は、来場いただいた利用者の方が撮影してくださいました。お写真ありがとうございました！

松本院長も
ちょっぴり演奏！

プレゼントをいただきました！
ありがとうございます(#^▽^#)

大畠の瀬戸を背景に、松井亜佐美さんの演奏に合わせ
皆さん一緒に歌ってくださいました。

秋もコンサート開催予定です！ぜひ、お越しくださいませ。
②看護の日イベントを開催しました(5/15)
健康相談や血圧測定
血管年齢測定や体操教室等を行いました♪
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