
検査担当医表 月 火 水 木 金 土
午後 小金丸 雅道
午後 黒松 亮子

（下記※２参照）
担当医 担当医 担当医 担当医 担当医
向笠 道太 池原 龍一郎 城野 智毅 渡辺 靖友

※１ ご希望の場合は、詳しい診療内容をお問合せください。
※２ 内視鏡検査は原則消化器内科で診察のうえ検査実施となります。

外来担当医表 月 火 水 木 金 土

午前
新患 於保 和彦 岩尾 直樹 大野 美紀 菅　 偉哉 大園 太貴

担当医
（急患のみ）再来

菅　 偉哉 菅　 偉哉 於保 和彦 岩尾 直樹 於保 和彦
大園 太貴 大野 美紀 大園 太貴 大野 美紀

午後 大屋 周期
午前 （下記※１参照） 佐野 有哉

午後 （下記※１参照） 於保 和彦

午前 新患・再来 永山 綾子 椛島 正治 廣松 雄治
午後 再来（予約） 永山 綾子 椛島 正治

午前

新患 担当医 担当医 担当医 担当医 担当医
担当医

（急患のみ）再来 青木 浩樹 松本 徳昭 吉岡　 励
大地 祐輔
（第1.3）

坂井 智咲子
（第2.4）

午前 土井 一義 土井 一義

午前
新患・再来 貝原　 淳 大地 貴史 貝原　 淳 貝原　 淳 大地 貴史 担当医

再来 久田 かほり

午前
新患・再来 野崎　 修 末次 宏晃

末次 宏晃 野崎　 修
野崎　 修
（第1.3.5）
末次 宏晃
（第2.4）

野崎　 修
（第2.4）
末次 宏晃
（第1.3.5）新患 末次 宏晃 野崎　 修

午前 新患・再来
大田 俊一郎 大田 俊一郎 大田 俊一郎 大田 俊一郎 担当医（第２）
嘉村 敏治 嘉村 敏治

午後 新患・再来 寺田 貴武
午前 辛島 正志 辛島 正志 休　診 辛島 正志 辛島 正志 辛島 正志
午前 渡辺 晃太 植田 浩介 西原 聖顕
午前 新患・再来 岡本 浩昌 岡本 浩昌 岡本 浩昌 休　診 岡本 浩昌 岡本 浩昌

（第2.3.4.5）

午後 新患・再来 緒方 敦之
午前 喜多 奈穂 喜多 奈穂 岩本 元一 喜多 奈穂 喜多 奈穂





　A 病棟は、消化器内科・消化器外科の混合病棟で、内視鏡検査・治療、手術の患者さんが多く入
院されています。検査や治療、手術の術前から術後まで患者さんが安心して過ごしていただけるよ
うに、個々に合わせた寄り添う看護を心がけています。
　急性期病棟で、入退院が早く目まぐるしい病棟ですが、医師や多職種、認定看護師、専門士と連
携し安全・安楽な看護ケアの提供を行っています。
　今年度は、新たに２名の看護師が入職しました。共に学び、共に成長することを大切にしながら
質の高い看護実践ができるよう頑張っています。

看護師 A  
「初めての転職で戸惑いや辛さなどもありましたが、周りのスタッフさんのおかげ
で 1 年を乗り越えることができました。不慣れな部分もありますが、柳川病院の看
護師の一員として今後も頑張っていきます。」

看護師 B  
「自分は、母親から言われた『大変な時は大きく変わる時』という言葉を胸にこの
一年頑張りました。まだ、未熟な部分ばかりですが、これからも頑張っていきたい
です。」

～頭の体操～
　この画像の中からラクダを見つけるこ
とができると、 認知症にはならないと言
われているようです。
　イラストの中に「ラクダ」があるので
探してみましょう。
　答えは07ページにあります。　

糖尿病療養指導士
看護師 S
食事がおいしい季節にな
りましたが、糖尿病は日頃
の管理が大切です。今まで
通りの管理を心掛け、何か
ありましたら細かい事で
もよいので病院受診し相
談されてください。
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