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来院前問診は
コチラから

1. 地域住民の方々が安心して暮らして
 　いけるよう、広域の医療機関と連携し、
　 質の高い医療を提供することにより社会
　 貢献していきます。 

2. 職員が物心両面において満足感と幸福
　感を持てる病院をめざします。

基本方針

病院理念

1.救急医療 2.住民の健康管理 3.地域連携 4.自己研鑽
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診 療 実 績
新入院患者数
救急車搬入数
初診紹介数
紹　介　率
平均在院日数

2022年１月　   　 2022年２月　   　
279人
250人
421人
62.7％
9.9日

2021年12月 　
285人
239人
522人
76.9％
9.5日

243人
264人
401人
50.0％
10.0日

［編集/広報委員 本間　翼］

［編集後記］

　昨年よりタブレットや患者さんのスマートフォンを
利用したネットシステム（ＡＩ問診）を導入しました。
これにより患者さんの待ち時間や診療時間の短縮が
期待できます。また、来院前にもホームページ上から問
診が可能です。ぜひご協力のほどよろしくお願い致し
ます。

　今年度も新たな新入職員が入職してきました。本来ならば
歓迎会を行うのですが、ここ数年開催できていません。
人との繋がりが希薄となり、さまざまな弊害が起きている
ようです。この状況で当院は60周年を迎えます。開設者で
ある故・嶋田國重先生が言われていた「病気に盆も正月も
無い」という言葉と共に当院の救急現場は、この瞬間も
動いています。なにかあった時に嶋田病院が近くにあって
良かった。と思って頂けるような病院を職員一同で作って
います。新たな仲間から力を貰いつつ、この60周年イヤーが
コロナの終息年になることを祈っています。
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嶋田病院 ドック0942-72-2375健診センター AQUA

水曜日
朝９時～午後13時

2022年4月6日(水)より

アクア お電話の場合、月～土曜日　14時～17時の間にご連絡ください。

2022年4月6日(水)

3,850円

子宮頸がん検診子宮頸がん検診
完全予約制より

子宮頸がん検診が始まります!!

すべて女性スタッフが 　　　します。対応

ー単独受診価格（通常価格）ー
(税込） 1,100円

ースタートアップキャンペーンー
(税込）

先 着
100名様

毎週 篠原　妙子医師
日本産科婦人科学会専門医

担当医
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都志見 貴明

日本整形外科学会、
日本骨粗鬆症学会

①

日本整形外科学会認定
・整形外科専門医　・スポーツ医　・運動器リハビリテーション医

②

親切、丁寧な説明を心掛け、患者さんやご家族に寄り添いながら
患者さんにとって最適なリハビリ目標に向かって、多職種連携の
もと治療を行っていきたいと思います。

テニス・映画鑑賞
膝関節などの変形性関節症、高齢者の骨脆弱性骨折

③
④
⑤

日本内科学会、
日本脳卒中学会　

①

②

病気になることで体の痛みや苦しみだけでなく様々な
不安を感じるかもしれません。他職種の職員と協力し、
少しでも患者さんのお役に立つことができるよう診療
にのぞみたいと思います。これからよろしくお願いい
たします。

旅行　 脳血管障害　③ ④
⑤

04

脳神経内科

        医師松木  孝之
まつ　き   たかゆき

放射線読影医

        医師新城  安基
しんじょう やすもと

糖尿病内科

        医師伊藤  洋
い とう  ひろし

2022年 新年度スタート! 　まだまだ未熟ですが、一日も早く地域住民の方々に信頼して頂ける医療者になれるように頑張っていきます。
ぜひ温かい目で見守って頂けると幸いです。

今年度は30名の職員が入職いたしました。

　AM9:00より入職式を行いました。少し肌寒い日でしたが良い天気で入職式を迎えることが
出来ました。辞令交付代表に看護部・小林彩乃さん。続いてリハビリテーション部・江副理玖
さんが新入職員代表挨拶を行いました。

　午前中は接遇研修。職員役と患者役に分かれ実践形式
での研修でした。午後より三井消防署ご協力のもと、初期
消火の重要性を学びました。

2日目　接遇研修・防災訓練

4日目　午後より実際に配属部署での勤務

午後よりBLS（一次救命処置）を学んでいきました。
実際に起こるかもしれない「もしも」の時に真剣に研修を
受けていました。

3日目　BLS ( 一次救命処置 )

　その後、昼過ぎからはワークショップを開催。
テーマは「理念をもとに、自分たちの強みをどの
ように活かすか？」でした。チーム毎にいま自分
たちが出来ることを考えて発表をしていました。

これから地域医療・介護に貢献できるように頑張っていきます！

会長の挨拶

検討中の様子 発表

代表あいさつ

接遇研修

消防署指導による防災訓練 BLS（一次救命処置）

日本内科学会認定内科医、総合内科専門医
日本脳卒中学会脳卒中専門医・指導医　　　　

①所属学会　②資格　③ご趣味　
④診療科の中で得意とする疾患は何でしょうか？
⑤患者さんへの抱負

　新しい医師のご紹介2022年　4月整形外科・
回復期リハビリテーション専従医師

        医師木村  一雄
き　むら   かず お

放射線読影医とは検査画像を
読影し治療すべき部位を適
切に診断する医師です。患者

さんの診察はあまりされませんが、病気を早期発見する
ために臨床現場を支えます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

伊藤先生は昨年度も非常勤医師と
して糖尿病内科医として勤務され
ていました。とても物腰の柔らか

い先生で患者さんからの信頼も厚いです。今後は入院患者さ
んも診ていきます。よろしくお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

入職
おめ
でと
う

ござ
いま
す １日目　入職式・ワークショップ

辞令交付
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　2022年 4月より小郡市八坂にある「いきいき介護プラザ」の
運営を社会医療法人シマダが行うこととなりました。
　一日型デイサービス・訪問介護事業になります。
　ぜひ、在宅での介護面でお困りの方はご相談ください。

電話：0942-23-8610　FAX：0942-23-8616

ご自宅までお迎えに行き、日帰りで
入浴・食事やレクリエーション、
生活リハビリなどのサービスを提供
します。
笑顔と安心、元気を引き出し、住み
慣れた地域での「いきいきとした
生活作り」のお手伝いをさせていた
だきます。

いきいき介護プラザ 小郡市八坂 553-1

「いきいき介護プラザ」

天然温泉いきいきデイサービス

“あじ坂の湯” は神経痛・関節痛などに効果的♪ 

738
八坂公民館

小郡市立
味坂小学校

みい農業
協同組合

八坂若宮神社

文

味坂小学校

ココ

第16回

「シマダのチカ
ラ」では嶋田病

院を支える

スタッフを紹介
していきます。

Profile

出 身 地

勤務年数

権藤　秀之 先生

貴院の紹介をお願いします

先生の趣味・特技は？

◉写真（機械いじりと撮影）　
◉山歩き（厳冬期の御池が好きです）
◉水泳（錦江湾横断遠泳2回）
◉ロードバイク（しまなみ海道縦走
   など）　　　　

私たちの町の施設紹
介

医療法人
権藤内科循環器科

小郡市小板井429-1
Tel：0942-72-3000　Fax：0942-72-3511

休診日 /水曜・土曜日の午後、日曜日

診療科目/内科　循環器内科　呼吸器内科

理事長 権藤　秀之先生　

　平成13年に郷里でふるさと開業をして早いもので20年が
経過しました。開業当初は患者さんの訴えを知識として聴いて
いましたが近頃は、年齢を重ねたせいか実感として共感できる
ようになりました。開業以来これまでの間、急に胸や背中が痛く
なる（心筋梗塞、大動脈解離）、急に動けないほどの腹痛が
おこる（急性腹症）、突然半身が動かなくなる（脳梗塞、脳出血）
などの急性疾患の患者さんが来院された時には、嶋田病院に
受け入れて頂き何人もの命を救って頂きました。また消化器
疾患や、コントロールの難しい糖尿病の患者さんは嶋田病院の
専門医の先生方の知恵を拝借しながら治療を進めています。
　気がつけば私自身も還暦はとうに過ぎ前期高齢者になって
いましたが、まだまだ皆様のお役に立てるところもあると思い
ますので、これからも患者さんに共感しながら、教わりながら
診療を続けていきたいと思っています。　　

今回は60周年記念で嶋田病院で一番長く勤められている
看護師の大中　恵美子さんに登場して頂きました。
 

45年
熊本県天草市

大中　恵美子さん

読書・バレーボール・
読書をしながらゆっくり過ごす、買い物

趣味・特技・休日にしていること

（おおなか　えみこ）

嶋田での思い出は？

・病院から自宅が近いこともあり通勤しやすかった
・子供が幼いときは家族の協力を得ることができた
　こと

　救急医療や高齢者医療に積極的に
取り組み、地域住民から愛され信頼
される病院になってほしいです。
　また、そこで働く職員がさらに仕事と
プライベートの両立ができるような、
支援体制や環境が整うことに期待したい
です。

慰安旅行、お花見、
バレーボール大会

診療時間 月 火 水 木 金 土 日
8:30～12:30
14:00～18:00

勤務してきて苦労した
お話があれば教えて下さい。

いきいき
介護プラザ

　業務が多忙なときはプライベートと仕事の
バランスをとることが大変でした。

3月の終わりに、桜が開花
したと同時に、患者さんと
一緒に東町公園までお花
見に行きました。

病院に戻ると、病棟の廊下に桜の花
びらのお土産が☆　
風で飛んで来た桜の花が患者さんの
身体にくっついてたみたいです。
一緒に桜を見に行けなかったスタッフ
も思わぬお土産に喜んでいました。
小さな楽しみを見つけながら春を
楽しんでいます♪（臨床心理士・寺戸）

月に1回の栄養科の
デザート

春らしい桜餅
季節を感じるデザート
に患者さんたちから
大好評でした。

緩和ケア病棟のテラスのお花たち

とっても元気です

　日毎に春らしい気候になってきました。
　まだまだコロナ感染症は落ち着かないですが、寒い季節が過ぎ去って、
心地良い気候になりました。
　緩和ケア病棟のテラスにも、元気の良いお花が咲いています。

今日まで勤務することが
出来た秘訣を教えて下さい。

これからの嶋田病院に期待することや
今後の嶋田病院について思うこと

05 06
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ようになりました。開業以来これまでの間、急に胸や背中が痛く
なる（心筋梗塞、大動脈解離）、急に動けないほどの腹痛が
おこる（急性腹症）、突然半身が動かなくなる（脳梗塞、脳出血）
などの急性疾患の患者さんが来院された時には、嶋田病院に
受け入れて頂き何人もの命を救って頂きました。また消化器
疾患や、コントロールの難しい糖尿病の患者さんは嶋田病院の
専門医の先生方の知恵を拝借しながら治療を進めています。
　気がつけば私自身も還暦はとうに過ぎ前期高齢者になって
いましたが、まだまだ皆様のお役に立てるところもあると思い
ますので、これからも患者さんに共感しながら、教わりながら
診療を続けていきたいと思っています。　　

今回は60周年記念で嶋田病院で一番長く勤められている
看護師の大中　恵美子さんに登場して頂きました。
 

45年
熊本県天草市

大中　恵美子さん

読書・バレーボール・
読書をしながらゆっくり過ごす、買い物

趣味・特技・休日にしていること

（おおなか　えみこ）

嶋田での思い出は？

・病院から自宅が近いこともあり通勤しやすかった
・子供が幼いときは家族の協力を得ることができた
　こと

　救急医療や高齢者医療に積極的に
取り組み、地域住民から愛され信頼
される病院になってほしいです。
　また、そこで働く職員がさらに仕事と
プライベートの両立ができるような、
支援体制や環境が整うことに期待したい
です。

慰安旅行、お花見、
バレーボール大会

診療時間 月 火 水 木 金 土 日
8:30～12:30
14:00～18:00

勤務してきて苦労した
お話があれば教えて下さい。

いきいき
介護プラザ

　業務が多忙なときはプライベートと仕事の
バランスをとることが大変でした。

3月の終わりに、桜が開花
したと同時に、患者さんと
一緒に東町公園までお花
見に行きました。

病院に戻ると、病棟の廊下に桜の花
びらのお土産が☆　
風で飛んで来た桜の花が患者さんの
身体にくっついてたみたいです。
一緒に桜を見に行けなかったスタッフ
も思わぬお土産に喜んでいました。
小さな楽しみを見つけながら春を
楽しんでいます♪（臨床心理士・寺戸）

月に1回の栄養科の
デザート

春らしい桜餅
季節を感じるデザート
に患者さんたちから
大好評でした。

緩和ケア病棟のテラスのお花たち

とっても元気です

　日毎に春らしい気候になってきました。
　まだまだコロナ感染症は落ち着かないですが、寒い季節が過ぎ去って、
心地良い気候になりました。
　緩和ケア病棟のテラスにも、元気の良いお花が咲いています。

今日まで勤務することが
出来た秘訣を教えて下さい。

これからの嶋田病院に期待することや
今後の嶋田病院について思うこと
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フォローお願いします。

Instagram

社会医療法人シマダ

題字：前理事長　嶋田　國重
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来院前問診は
コチラから

1. 地域住民の方々が安心して暮らして
 　いけるよう、広域の医療機関と連携し、
　 質の高い医療を提供することにより社会
　 貢献していきます。 

2. 職員が物心両面において満足感と幸福
　感を持てる病院をめざします。

基本方針

病院理念

1.救急医療 2.住民の健康管理 3.地域連携 4.自己研鑽
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診 療 実 績
新入院患者数
救急車搬入数
初診紹介数
紹　介　率
平均在院日数

2022年１月　   　 2022年２月　   　
279人
250人
421人
62.7％
9.9日

2021年12月 　
285人
239人
522人
76.9％
9.5日

243人
264人
401人
50.0％
10.0日

［編集/広報委員 本間　翼］

［編集後記］

　昨年よりタブレットや患者さんのスマートフォンを
利用したネットシステム（ＡＩ問診）を導入しました。
これにより患者さんの待ち時間や診療時間の短縮が
期待できます。また、来院前にもホームページ上から問
診が可能です。ぜひご協力のほどよろしくお願い致し
ます。

　今年度も新たな新入職員が入職してきました。本来ならば
歓迎会を行うのですが、ここ数年開催できていません。
人との繋がりが希薄となり、さまざまな弊害が起きている
ようです。この状況で当院は60周年を迎えます。開設者で
ある故・嶋田國重先生が言われていた「病気に盆も正月も
無い」という言葉と共に当院の救急現場は、この瞬間も
動いています。なにかあった時に嶋田病院が近くにあって
良かった。と思って頂けるような病院を職員一同で作って
います。新たな仲間から力を貰いつつ、この60周年イヤーが
コロナの終息年になることを祈っています。

◉
当
院
は
創
立
60
周
年
を
迎
え
ま
す

◉
新
し
い
医
師
の
ご
紹
介

特
集

th

撮影/大刀洗町・県道740号線撮影/大刀洗町・県道740号線

嶋田病院 ドック0942-72-2375健診センター AQUA

水曜日
朝９時～午後13時

2022年4月6日(水)より

アクア お電話の場合、月～土曜日　14時～17時の間にご連絡ください。

2022年4月6日(水)

3,850円

子宮頸がん検診子宮頸がん検診
完全予約制より

子宮頸がん検診が始まります!!

すべて女性スタッフが 　　　します。対応

ー単独受診価格（通常価格）ー
(税込） 1,100円

ースタートアップキャンペーンー
(税込）

先 着
100名様

毎週 篠原　妙子医師
日本産科婦人科学会専門医

担当医


