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基　本　理  念
 私たちは、人道・博愛の赤十字精神にもとづき、みなさまの生命と健康を守る

 ために、信頼される医療を実践します。

医療をとりまく環境は厳しいものがあり、今度の２ 年毎の診療報酬改定では、 ｢社会保障・税一体改革法

案｣ で示したあるべき医療の実現に向けた第一歩として、新しく ｢国民・患者が望む安心で質の高い医療｣

が受けられる環境を整えるために必要な分野に重点的に配分する内容になっています。

　今回は、 ｢院内における感染防止対策の評価を充実させ、院内感染対策に関する取り組みを推進する｣

として、年４ 回以上、感染防止対策加算１ と感染防止対策加算２ を算定する医療機関とが共同カンファレ

ンスを開催することによってそれぞれの医療機関に入院初日 ４００ 点と １００ 点が加算されることになりまし

た。このように地域の病院間の連携も求められるようになってきております。

　当院では、３ 年前に 『緩和ケア病棟』 を別棟で増築して以来、いろいろな病院の先生方やがん患者さん

および がん患者さんのご家族からも大変感謝されています。

　今後は、 『がん診療連携拠点病院』 『地域医療支援病院』 を目指し、紹介率４０％以上、逆紹介率６０％

以上 （または紹介率 ８０％以上） を堅持するように努め、医療の質の向上、医療安全に注意し、より一層

患者さんに選ばれる病院にしたいと思っています。

　また、最近の患者さんの動向を見れば、今まで遠くの病院に大病院志向で通院していた方々が、高齢化

が進むにつれて通院が不便になり、自宅近くの通院しやすい医院を希望するようになってきました。ますま

す地域の病院と診療所 ｢かかりつけ医｣ の連携が、今ほど強く求められている時代はありません。

　今後、ますます各病院や診療所の先生方と連携を密にして、患者さんの紹介や逆紹介がスムーズにでき

るようにしたいと思っています。

　これからも、「安心・安全で良質の医療」 を実践し続けて行きたいものと思います。地域の医療機関のみ

なさまのご協力と連携を密にしていきたいと思っておりますので今後ともよろしくお願いいたします。

『かかりつけ医』との連携強化

 副院長 兼 地域医療連携室長　村井　啓子



ペインクリニック科部長  西嶋　茂樹  平成24年4月採用
  今春より、麻酔科、ペインクリニックに勤務させて頂いてお
ります西嶋　茂樹と申します。
出身地は、岩手県の葛巻町で出身校は岩手医科大学で
す。趣味は、旅行、温泉とＪａｚｚ（聴き専門の初心者）です。
　今後は、麻酔に関してはエコーガイド下神経ブロック。ペ
インクリニックに関しては漢方（東洋医学）等を取り入れた医
療を行って参りたいと思います。よろしくお願い致します。

総合内科副部長  　菅原　健    平成24年4月採用
  ４月より長期出張という形でお世話になっております。
　武政 佑香先生とともに医大からやってないりました。
　総合内科、血液内科の両方面でお役に立てれば幸いで
す。

循環器科副部長  　金矢　宣紀    平成24年4月採用
  岩手県盛岡市出身、平成６年岩手医科大学卒です。
　医大では、主にＣＣＵに勤務し、急性期医療、冠動脈イン
　ターベーンションを勉強させて頂いてきました。
　八戸赤十字病院や県立久慈病院へも勤務していた経験
　も生かして盛岡赤十字病院での診療をさせて頂きたいと
　思いますので宜しく御願いします。

小児科副部長  　佐藤　陽子    平成24年4月採用
   はじめまして。４月から勤務させて頂いています。
岩手医大卒です。平成１２年に岩手医大小児科に入局、
ローテーション後北上済生会病院の常勤を経て１７年４月
から７年間医大循環器医療センターの小児チームでお世
話になりました。なので専門は循環器ということになります
が、新生児含め小児科全般を対応できるようになりたいと
思います。出身は宮城県石巻市です。災害医療に力を入
れている赤十字病院に勤務できることになったのも何かの
御縁かもしれません。御高配頂いた千田教授初めとする先
生方に感謝します。
至らない点がたくさんあると思いますが、よろしくお願い致し
ます

小児科副部長  　中辻　幸恵    平成24年4月採用
   Ｈ２４．４月に岩手医大から転勤してきました。出身は花
巻で、矢沢小・中学校、花巻北高校、岩手医科大学、大学
院
（小児科学講座）を卒業しました。大学病院では、血液腫瘍
に携わってきましたが、盛岡赤十字病院では一般診療とな
り
ます。お産数も多い病院のため、元気な新生児と触れ合う
機会が多く、新しい気持ちで取り組んでいきたいと思いま
す。
よろしくお願いいたします。

整形外科副部長  　大竹　伸平    平成24年4月採用
  ・　青森県十和田市出身
　・　岩手医科大学卒業
　・　趣味：野球、ドライブ、育児
　・　一言：外傷を中心に一般整形外科を診療しておりま
す。
　　　宜しくお願い致します。

皮膚科副部長  　馬場　由香    平成24年4月採用
  専門：皮膚科一般、美容皮膚科
　出身校：岩手医科大学（平成１５年卒）
　出身地：宮城県
　平成１７年入局、大学では美容皮膚科を専攻していま
す。
　昨年度は八戸日赤に在籍し、この４月から盛岡赤十字病
院
　で勤務させていただくことになりました。岩手医大皮膚科
と
　連携した体制で診療していきたいと思います。慣れるまで
は

何かとご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが ご

外科医師　　  吉田　雅一    平成24年4月採用
  岩手県立久慈病院で初期研修を終え、その後半年間盛
岡赤十字病院外科で後期研修としてお世話になりました。
そし
て、岩手医科大学病理学講座で大学院博士課程を修了
し、今回また盛岡赤十字病院外科に配属になりました。
　いろいろとご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、
今後ともよろしくお願い致します。

総合内科医師
（常勤嘱託）　　武政　佑香　　平成24年4月採用
  ４月より総合内科で働く事になりました武政佑香と言いま
す。出身は高知県で、趣味は温泉旅行です。働き始めて、
１ヶ月が経ちましたが分からない事も多く御迷惑をかけて
いると思います。早く慣れる様、努力しますので御指導よろ
しくお願い致します。

消化器科副部長  　鎌田　豪    平成24年5月採用
  ２０１２年５月から盛岡赤十字病院・消化器科へ赴任した
鎌田 豪と申します。北海道・函館市生まれ。平成１０年に
岩手医科大学を卒業後、北海道の各病院に勤務していま
した。消化器全般を扱っております（専門分野がないともい
います）。このたび盛岡赤十字病院にお世話になることに
なり早く戦力になれるよう努力する所存です。皆様には御
世話になることと思いますので、宜しくお願いいたします。



                              菅 原　俊 郎   　 （第一総合内科部長）  　　　 平成２４年３月３１日付
                              高 野　長 邦  　　（小児科部長）    　　　　 　　 平成２４年３月３１日付
                              高 橋　  保   　　 （循環器科副部長）   　  　　 平成２４年３月３１日付
                              徳 永　勢 二  　　（整形外科副部長）      　　  平成２４年３月３１日付
　　　　　　　　　　　　　 大 沼　良 一　　　（小児科副部長）　　　　　　  平成２４年３月３１日付
　　　　　　　　　　　　　 安 部　圭之輔　　（消化器科医師）　　　　　　  平成２４年３月３１日付
　　　　　　　　　　　　　 梅 邑　  晃　　　　（常勤嘱託外科医師）　　　  平成２４年３月３１日付
　　　　　　　　　　　　　 古和田 周 吾　　 （常勤嘱託総合内科医師）  平成２４年３月３１日付
　　　　　　　　　　　　　 佐々木 了 政　　 （常勤嘱託総合内科医師）  平成２４年３月３１日付
　　　　　　　　　　　　　 古 川 ひろみ　　　（常勤嘱託小児科医師）　 　平成２４年３月３１日付

（なお、菅原俊郎先生、高野長邦先生は、常勤嘱託医として引き続きご勤務いただいております）

退職しました。 お世話になりました。

　・ ４月から当院より提供させていただく医用画像情報の際にフィルムからＣＤ－Ｒによる可搬媒体での運用
　　に切り替わりました。今後の医用画像情報の提供については、ＣＤ－Ｒにて提供させていただきますので
　　ご了承願います。

　　荒川　典之    平成24年4月採用
  今年４月から盛岡赤十字病院で臨床研修させていただきま
す荒川典之と申します。
　出身地：福島県会津若松市
　出身大学：岩手医科大学
　趣味：水泳、ｺﾞﾙﾌ、散歩
　今後の抱負：胸を張って研修を終えられるよう、この２年間
　　　　　　　　　 しっかり研修をしていきたいと思っております。
　　　　　　　　　 ご迷惑をおかけすることも多々あるとは思い
　　　　　　　　　 ますが、どうぞよろしくお願いしたします。

　　古川　誠太郎    平成24年4月採用
  古川誠太郎です。今年の春から盛岡赤十字病院で研
修医として勤務させていただくことになりました。岩手医科
大学出身で、高校は花巻北高校でした。出身地は花巻
市です。大学時代はバトミントンをしていました。わからな
いことも多いですが、一生懸命頑張りますのでよろしくお
願いします。

お知らせ

　　　高橋　完    平成24年4月採用
  出身地：宮城県
　出身校：H24年 岩手医科大学卒
　座右の銘：一意専心
　　復興元年に医師の資格を得た自分としては、医療を
　通じて岩手県の復興のお手伝いが出来ればと考えて
　おります。まだ右も左も分かっていない未熟者ではあり
　ますが、学生時代を過ごさせて頂いた岩手に恩返しが
　したいと思っております。ご指導ご鞭撻のほど宜しくお
　願いします。

 　 松本　あみ    平成24年4月採用
  ４月より新社会人として勤務しております、研修医１年次
の
松本あみです。出身は福島県で、出身大学は岩手医科大
学です。学生時代をすごしたここ盛岡で、医師としてのス
タート
を切れることを大変喜ばしく思っております。この２年間は
専門の科に囚われず、まず医師としての心構えや基本的
な医療技術を習得し、患者様の親身に配慮した医療を提
供できる医師を目指して積極的に研修に取り組みたいと
思っております。ご指導よろしくお願い致します。

　　及川　伸一    平成24年4月採用
  はじめまして。研修医１年次の及川伸一です。出身は奥州市で
岩手医科大学をこの春に卒業し、大学院は頭頸部外科、気管食
道領域を専攻しています。盛岡赤十字病院での研修は始まって
１ヶ月ですが、非常に多くの熱心な指導医の先生方、右も左も分
からない自分に優しく相談にのってくださる研修医２年次の先生
方に囲まれ、充実した日々を送っています。この２年間では総合
的に人を診ることが出来るようになることが目標の１つですが、
色々な科を回れることを活かし、あまり他の人が着目しなさそうな
領域で自分の医学的深求心をかき立てるようなものを見つけ考
察し、それを研修後の研究や地域の皆様への診療に役立てられ
ないかと企んでおります。最後になりましたが、これから２年間ご
指導、ご鞭撻の程をよろしくお願いします。



外来診療担当医師一覧    （平成 ２４年 ５月 ８日現在）

月 火 水 木 金

新　患 武政 祐香 菅原 俊郎 菅原　健 村井 啓子 菅原　 健

再　来 三浦 秀悦 村井 啓子 三浦 秀悦 菅原 俊郎 菅原 俊郎

新患・再来 市川 　隆 金矢 宣紀 齋藤 雅彦 長沼 雄二郎 齋藤 雅彦

再　来 齋藤 雅彦 長沼 雄二郎 市川   隆 金矢 宣紀 市川 　隆

新　患 菊池 公二 小坂   崇 藤原 隆雄 藤原 隆雄 鎌田　豪

再　来 小坂   崇 藤原 隆雄 菊池 公二 鎌田　豪 藤原 隆雄

呼吸器科 新患・再来 露木 秋穂 － 井上 千恵子 医大医師 －

アレルギー科 新患・再来 － － － － －

神経内科 新患・再来 野崎 有一 木澤 英樹 野崎 有一 大平 泰子 木澤 英樹

１診 田中健太郎 佐藤 陽子 田中健太郎 田中 健太郎 中辻 幸恵

２診 高野 長邦 高野 長邦 高野 長邦 高野 長邦 高野 長邦

外科・小児外科 新患・再来 畠山   元 川村 英伸 中屋   勉 畠山   元 杉村 好彦

１診 一戸 克明 一戸 克明 － 一戸 克明 薄井 知道

２診 大竹 伸平 薄井 知道 － 薄井 知道 大竹 伸平

脳神経外科 新患・再来 久保 直彦 木戸口 順 久保 直彦 木戸口 順 久保 直彦

皮膚科 新患・再来 菊池又は、馬場 馬場 由香 菊池 里奈子 馬場 由香 菊池 里奈子

１診 沼里又は、福田 沼里又は、福田 沼里又は、福田 沼里又は、福田 沼里又は、福田

２診 医大医師 － 佐々木 千恵子 佐々木 千恵子 －

１診（婦人科 松田 壯正 菅原 英治 藤原   純 船越 真生 三浦 理紗

２診（婦人科 三浦 理紗 松田 壯正 船越 真生 藤原   純 菅原 英治

３診（産科 藤原   純 三浦 理紗 医大医師 菅原 英治 松田 壯正

眼　科 新患・再来 － 濱端 久仁子 濱端 久仁子 濱端 久仁子 濱端 久仁子

耳鼻咽喉科 新患・再来 佐藤 尚徳 横山 哲也 佐藤 尚徳 横山 哲也 佐藤 尚徳

放射線科 新患・再来 角原 紀義 角原 紀義 阿部 知博 角原 紀義 阿部 知博

血管内治療科 新患・再来 廣瀬 敦男 廣瀬 敦男 廣瀬 敦男 － 廣瀬 敦男

精神科 再来のみ 医大医師 － － － －

木戸口  順 － 木戸口  順 － 木戸口  順

－ 岡田 一敏 － 西嶋 茂樹 －

月 火 水 木 金

旭  博史 － 旭  博史 － －

担当医師が休診・交替になる場合がございますので、あらかじめご了承ください｡

◇ 通常のご紹介(平日8:30～17:00)は､地域医療連携室へＦＡＸにてご連絡いただきます様､お願いいたします｡

◇ 重症･緊急のご紹介(平日8:30～17:00)は､各診療科外来へ直接お電話でご連絡いただきます様､お願いいたします｡

◇ 時間外のご紹介(17時以降･土曜･日曜･祝祭日)は､急患室へお電話をお入れくださいます様､お願いいたします｡

◇ 地域医療連携に関るご意見･ご要望･お問い合わせは､地域医療連携室へご連絡いただきます様､お願い申し上げます。

E-Mail: < renkei@morioka.jrc.or.jp >  地域医療連携室 ：０１９－６３７－３３１２

いずれの場合も､患者様に「診療情報提供書」をお渡しくださいます様､お願いいたします｡

： ０１９－６３７－３３１３

： ０１９－６３７－３１１１

地域医療連携室 専用Ｆａｘ番号 

盛岡赤十字病院 代表電話番号 

午　前

総合内科

循環器科

消化器科

整形外科

緩和ケア科外来 （※完全予約制）

リハビリテーション科外来

午　後

泌尿器科

産婦人科

ペインクリニック外来

小児科

盛 岡 赤 十 字 病 院


