
1）杉田玄白の進取の精神を受け継ぎ、良質・最新の医療を提供します。
2）医療連携を推進し、中核病院として地域のニーズに応えます。
3）安全・安心な医療サービスに努めます。
4）公共性に配慮しつつ、健全な経営をめざします。
5）教育・研修を充実させ、優れた人材を育成します。

地域住民の皆様とともに歩み、愛され、信頼される病院病院
理念

基本
方針
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平成27年 10月よ
り精神科医師として
勤務させていただい

ております。今までは産業保健の分
野で活動しておりました。近年、働
く人をはじめとして多くの方が心の
問題を抱えるようになってきました。
そういう方々の力になることができ
ればと考えております。これからも
どうか宜しくお願いいたします。

●精神科

 伊佐 将人 先生
はじめまして。

4月より内科医とし
て赴任しました。専

門は消化器内科なので消化管や肝臓
など特にお腹の臓器に関しての診療
が得意です。また、内視鏡（胃カメラ、
大腸カメラ）の検査や、内視鏡を使っ
た治療も行っています。
みなさまの健康のお役にたてるよ

う頑張ります。よろしくお願いします。

●内　科

 内藤 達志 先生
内科として5年ぶ

りに小浜病院に帰っ
てきました。おおい

町の診療所にいたり、県内各地を転々
としてきました。

以前いた時よりもいろいろな面で
皆様の力になれることがあると思い
ます。よろしくお願いいたします。

●内　科

 川﨑 佑輝 先生

平成26年に小浜病
院に1年勤務してか

ら、織田病院に異動となりましたが、
1年で小浜病院に戻ることになりまし
た。小浜の街も小浜病院も変わった
ような変わっていないような不思議
な感覚です。

専門は消化器内科になるので、胃
カメラや大腸カメラ希望の時は、い
つでも気軽に相談してください。

●内　科

 米元 優一朗
  先生

4月から内科とし
て勤務させて頂い

ております、木戸口勇気と申します。
初めての小浜での生活ですが、小
浜の皆様が話す福井弁よりは関西弁
に近い言葉?に惹かれている毎日で
す。新しい職場で慣れないこともあ
り、ご迷惑をおかけすることもある
かもしれませんが、小浜の方々の健
康に貢献できるように精一杯勤務さ
せて頂きます。宜しくお願いします。

●内　科

 木戸口 勇気
  先生

4月より赴任いた
しました。整形外科
として主に外傷、リ

ウマチ、脊椎、関節などできる範囲
で診させていただきます。患者様の
心に寄り添える医師を目指しており、
少しでも患者様の痛みを理解できる
よう努力してまいります。

嶺北の越前町の出身で海が身近な
小浜市はとても親近感のわく土地で
す。早く関西弁にも慣れてがんばり
たいと思います。

●整形外科

 渡邉 修司 先生

4月より赴任しま
した山岸です。鯖江
市出身で、小浜には

数回しか来たことがありませんでし
たが、とても過ごしやすいと感じて
おります。地域の皆様に貢献できる
ように頑張っていきたいと思います。

●整形外科

 山岸 淳嗣 先生
こんにちは。4月

から小児科で勤務さ
せていただいており

ます田尾 克生と申します。
神奈川県出身で、関東の方でしば

らく勤務をしていましたが、家庭の
事情で福井に来て3年目になります。
まだまだ雪国での生活にはなれませ
んが、少しでも地域の皆様に貢献で
きるように頑張ってまいりたいと思
います。どうぞよろしくお願い申し
上げます。

●小児科

 田尾 克生 先生
4月から小浜病院

に赴任しました塚尾
です。小浜で暮らす

のは初めてですが、海もきれいで今
からとてもワクワクしています。

産婦人科というとお産のイメージ
が大きいかもしれませんが、子宮や
卵巣の良性腫瘍や癌、月経に関す
る悩み、その他広く女性の健康の
お手伝いをさせて頂いておりますの
で、お気軽に受診頂けたらと思いま
す。どうぞよろしくお願いいたします。

●産婦人科

 塚尾 麻由 先生

当院に新たに赴任された先生方をご紹介します



　平成28年5月9日（月）より、月曜日から金曜日のすべての曜日に
おいて「紹介状」、「予約」がなくても初診外来を受診していただける
ことになりました。
　患者様には、長い間ご迷惑ご不便をおかけしておりましたが、全科
において初診の受付制限がなくなりましたのでお知らせいたします。

病 院 長　

徳島県出身で、以
前は小児科で働いて
おりました。現在は

救急医として急な病気やけが、救急
車の対応などに当たっています。

小浜病院での自分の役割を果たし、
当院の救命救急センターが信頼され
る医療の場であり続けるために努め
て参ります。どうぞよろしくお願い
致します。

●救急総合診療科

 桑村 紀子 先生
はじめまして。

4月から救命救急セ
ンターに勤務してい

る井桁と申します。出身は千葉県で
すが、福井県に来て3年になります。

小浜は魚も美味しいし、とても居
心地がよくていい街だと感じていま
す。そんな小浜の方々の急病の際に
助けになれるように、今後とも精進
していきたいと思います。よろしく
お願いいたします。

●救急総合診療科

 井桁 龍平 先生
4月より小浜病院

に赴任してきました。
麻酔科医として手術

センターで勤務しています。皆さん
にお目にかかる機会は少ないかもし
れませんが、いざという時には安心
して手術に臨んでもらえるよう、最
善を尽くしたいと思います。よろし
くお願いします。

●麻酔科

 須藤 　明 先生

4月より小浜病院
勤務となりました。
生まれが美浜町で小

さいころに来たことがありましたが、
今回赴任して非常にきれいで広々と
した病院に変身していてとても驚き
ました。

これから生まれ育った嶺南の医療
に貢献できるよう、精一杯頑張りま
すのでよろしくお願いします。

●内　科

 井上 元気 先生
はじめまして。

今年の4月より小浜
病院で初期臨床研修

をさせていただいている内田　泰善
と申します。北陸での生活は初めて
で、冬の雪に対する不安はあるもの
の、今のところ海風の心地よい小浜
での生活をとても気に入っています。
まだ医師として歩み始めたばかり

で、皆様のお役にたてることはほと
んどないとは思いますが、これから
どうぞよろしくお願いいたします。

●研修医（医科）

 内田 泰善 先生

今春より歯科口腔
外科で研修をさせて
いただくことになりま

した。小浜市のことは、赴任してから
まだ日が浅いので、これからいろいろ
と散策しようと思っています。

当科の診療内容は、外科にとどまら
ず、保存療法から補綴治療等多岐にわ
たるため学ぶことが多いので、大変恵
まれた環境で研修できることを光栄に
思います。一日でも早く患者さんのお
役にたてるよう日々精進して参ります。
よろしくお願いします!

●研修医（歯科）

 阿部 幸二郎
  先生

内科・整形外科の初診受付制限の廃止について
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恒例となっています看護の日記念行事を今年も開催いたしました。外来待合ホールにて臓器移植
や介護に関する展示、栄養相談、血圧や血管年齢などの測定を行いました。また、フットケア指導
士によるフットケア体験も行い、多くの方が立ち寄ってくださいました。

看護の日記念行事を開催しました 2016.5.12

私はICU（集中治療室）
で働く中で、さまざまな
危機的状況にある患者様
に対して行う看護が、生
命予後やその後のQOL（ク
オリティー・オブ・ライ
フ）に大きな影響を与えて
いる責任の重さを日々痛
感しています。患者様やご
家族に対して、状況に応じた最善のケアを提供したいと思い、
集中ケア認定看護師を取得しました。救急初療室からICUへ、
救命の連鎖をつなぎ、患者様を中心にした医師や専門スタッ
フのチーム医療の中で、早期回復・社会復帰を目指して『看
護』を通し貢献していきたいと思っています。

皮膚・排泄ケア認定看護師は、創傷（褥瘡・ろう孔・下肢
潰瘍）、ストーマ（人工肛門・人口膀胱）、失禁（尿・便）に関
して専門的な知識や技術を用いて看護を提供しています。ス
キンケアや排泄ケアは日常生活上欠くことのできない看護で
あり、現在ストーマ外来において様々な医療従事者と連携し、
患者様のQOL
の向上につな
がるよう活動
しています。

秋山 由佳 さん 的場 悦子 さん

● 重症集中ケア認定看護師 ● ● 皮膚・排泄ケア認定看護師 ●


