
私は平成３１年４月に佐原病院の病院長に就任いたしました。
前任地である千葉大学医学部附属病院では、長年にわたり胆膵
疾患における内視鏡診断・治療を行い、胆石症診療ガイドライ
ンや胆道癌診療ガイドラインの作成にも携わってまいりました。

地域の患者さんにより良い医療を提供するには当院では対応
できない専門領域の医療を周辺医療圏等（成田、旭、鹿行
銚子地域など）と連携することにより円滑に行えるようにする
必要があります。
これから始まる令和の時代に、佐原病院でも自分の専門性を

活かし、香取・佐原の地域医療に貢献したいと考えています。
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佐原病院 広報誌

佐原病院の看護局は、｢地域を見つめて人にやさしい
看護を提供します」を基本理念としております。

「ほとんど在宅 ときどき入院」の地域包括ケアシス
テムを実現するために「治し支える医療」を提供し、
病気を持っていてもその人らしく生活できるように
支える看護を実践することにあります。

また院内では様々な専門の医療スタッフが連携して
患者さん一人ひとりに向き合い、入院・外来・在宅と
切れ目のない医療が提供できるよう、チームで治療や
ケアに従事しております。そして“チームの中心は患者
さんとご家族”です。ともに考え、ともにより良い在宅
医療を目指して取り組んでまいります。

地域の皆様には、引き続き変わらぬご指導とご鞭撻
を賜りますようお願い申し上げます。

2019年4月より、当院に新病院長、新看護局長が就任いたしました。
地域の中核病院として、地域医療に貢献できるよう、みなさまとの
つ な が り を 大 切 に 、 こ こ ろ 温 か な 病 院 を め ざ し ま す 。
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就任のごあいさつ 看護局長 濱手 和子

就任のごあいさつ佐原病院病院長 露口利夫
当院の使命は、急性期医療、在宅医療、予防的医療を担う地域の中核病院としての

責務を果たすことです。

最後になりましたが、地域の皆様には今後とも佐原病院のご支援につきまして、
どうぞよろしくお願い申し上げます。



脳神経外科部長 川崎宏一郎医師

また、高血圧や高脂血症、糖尿病などが持病にある方が 脳卒中を引き起こしやすいと
言われており、最終的にはこれらの持病の治療が最重要課題となります。

入院治療が終了したら、かかりつけの先生に継続した通院をお願いすることになり
ますが、皆さんの日常生活が有意義に過ごせるように診察・治療にあたりますので
どうぞよろしくお願いいたします。

医 師 紹 介
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診療科について 最新情報 NEW！
脳神経外科 2019年1月から 常勤医が着任しました

外来担当日程 月・火・木（受付8時30分～11時）
川崎 宏一郎医師

麻酔科 2019年4月から 常勤医が着任しました
北原 友輔医師

2019年1月より、千葉県立佐原病院脳神経外科医として赴任
いたしました。今後、脳神経外科疾患の診断・治療を行って
まいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

脳卒中などでは入院での治療が必要となりますが、当院でも
入院治療が可能になりました。

ただ、私一人で診察・治療を行っているため、高度な医療を
必要とする場合は、他の病院にお願いすることがあります。



健康教室
開催場所 佐原病院 多目的ホール
開催時間 14時～15時 ※7/26日は17時～18時、２/13日は15時30分～16時30分の開催となります

6月13日(木) 知って得する健康塾～おいしく減塩して健康に～ 講師：内科医師 平井愛山
7月26日(金) 乳がんにならないために（自己診断等） 講師：乳腺外科医師 当間智子
9月25日(水)   脳卒中の予防 ～日常生活のポイント～ 講師：脳外科医師 川崎宏一郎
10月7日(月) 今日からできる！誤嚥性肺炎の予防 講師：認定看護師 鈴木友子
11月13日(水) 感染予防について学ぼう 講師：認定看護師 石渡麻衣子
12月12日(木) 日々活用できる健康体操 講師：看護師 小川浩子
1月16日(木) 認知症予防について 講師：認定看護師 神澤由佳
2月13日(木) 膝の痛みとどのように付き合っていくか 講師：整形外科医師 北崎等
3月16日(月) ８０２９運動（80歳まで肉を食べて元気に） 講師：歯科医師 皆川康之

公開講座のおしらせ
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「外来健康ミニ講座」
テーマ明るく元気な老後をめざして
講師：千葉県循環器病センター 平井愛山先生
開催場所 佐原病院内
開催時間 お昼前後を予定しています

５月２３日（木） 糖尿病の怖さ
６月１３日（木） 糖尿病性腎臓病
７月１８日（木） 心筋梗塞
８月 ８日（木） 塩のとりすぎの怖さ
９月１２日（木） 脳卒中

１０月１７日（木） 痛風
１１月１４日（木） 慢性腎臓病とは？
１２月１２日（木） 脱水の怖さ

１月１６日（木） 高血圧
２月１３日（木） 骨粗しょう症と転倒骨折
３月１９日（木） ｵｰﾗﾙﾌﾚｲﾙと嚥下性肺炎
※詳しくは院内パンフレットをご覧ください

地域の皆様へ、健康情報をお届けします！佐原病院では、みなさまの
健康のお役に立てるよう、公開講座を開催します。
参加無料ですので、患者さんやご家族の方などご近所お誘いあわせの上

ぜひお越しください！



地域医療従事者研修会
医療関係の方向けの研修です

※ 参加方法など、詳細につきましては、
関係各所に順次お知らせします。

時間 18時から19時
場所 多目的ホール

第1回 7月11日（木）
テーマ 高齢者の脱水予防
講師 大塚製薬

第2回 9月12日（木）
テーマ 移乗について
講師 リハビリ科 理学療法士

第3回 10月10日（木）
テーマ 感染予防について学ぼう

(インフルエンザ等)
講師 感染管理認定看護師

第4回 11月7日（木）
テーマ 認知症へのかかわりの

ポイント
講師 認知症看護認定看護師

第5回 12月19日（木）
テーマ 緩和ケア
講師 緩和ケア認定看護師

第6回 1月16日（木）
テーマ 高齢者のスキンケア
講師 皮膚排泄ケア認定看護師
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TEL 0478-54-1231(代表) FAX 0478-54-5281(直通)
発行：2019年4月

編集後記 桜舞い散る春も終わり、初夏に
向かってまっしぐら。さわやかな風とともに
新しい時代「令和」を迎えます。
気分一新したら、素敵なことが起こる（?!）
といいですね

研修会の
おしらせ
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佐原病院からのお知らせ
耐 震 工 事 の 実 施 に つ い て

2019年９月から本館の耐震工事を順次行う予定です。
病床や管理部門の移動に伴いご迷惑をおかけします。

※相談料はかかりません。
どうぞ お気軽にご相談ください。

看護相談外来のおしらせ

千葉県立佐原病院

認定看護師の相談外来
外来の患者さんやその家族を対象に、看護師が専門的な知識や技術を用い
看護ケアの提供をおこないます。

曜日 看護外来 相談内容 担当看護師
月曜日
(8：30～
11：30)

皮膚排泄外来
ひふはいせつ

がいらい

＊オムツ選びの相談
＊皮膚障害でお悩みの方
＊人工肛門を持つ方の相談
＊褥瘡ケアについて

火曜日
(8：30～
11：30)

摂食嚥下外来
せっしょく
えんげ

がいらい

＊食事の時にむせる
＊飲み込みが悪い
＊食事摂取方法や食物

形態のアドバイス
水曜日
(8：30～
11：30)

緩和ケア外来
かんわけあ

がいらい

＊がん治療に伴う苦痛
＊日常生活に不安がある
＊がんの痛みで困っている
方

木曜日
(8：30～
11：30)

認知症外来
にんちしょう

がいらい

＊物忘れがひどくなった
＊認知症かなと不安な方
＊認知症の介護に対する不
安

金曜日
(8：30～
11：30)

感染外来
かんせん

がいらい

＊感染疾患について
＊流行中の感染対策
＊海外における感染症につ
いて（渡航者）
＊がん治療中の感染予防

随時 訪問看護外来
ほうもんかんご

がいらい

＊在宅生活の困りごと
＊在宅の医療機器について
＊介護保険の正しい活用法

鈴木 友子

岡部 久代

神澤 由佳

石渡 麻衣子

阿蒜 ひろ子

☆看護相談外来の場所：正面玄関入って右側
☆祝日、病院規定の休日はお休みさせていただきます。

☆看護相談外来、ご希望の方は、直接相談外来にお越しください。 認定看護師会

田上 千佳子


