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＜岩手県立磐井病院 理念＞ 

地域の皆様に納得のできる医療を提供します 
 

＜岩手県立磐井病院 行動指針＞ 

① 患者さんの希望や背景を尊重します。 

② 患者さんの個人情報を守ります。 

③ 患者さんの安全に配慮し診療に全力を尽くします。 

④ 地域における医療・介護・福祉の連携に貢献します。 

 

Contents 

●磐井病院のこれまでとこれから・・１ 

●耳鼻科の開設について・・・・・・２ 

●３西病棟の紹介・・・・・・・・・２ 

●新任医師紹介・・・・・・・・・・３ 

●研修医紹介・・・・・・・・・・・４ 

●皮膚科の完全予約制について・・・４ 

 

「磐井病院のこれまでとこれから」       院長 加藤 博孝 

平成 18年度に新築移転してから 12年、平成 29年度も職員の皆さまをはじめ、関係

者の皆さまのご協力により順調に病院を運営できましたことを心より御礼申し上げます。 

磐井病院は、広域基幹病院として救急・急性期医療、緩和ケア病棟を有する「がん治

療」などの高度・特殊 医療機能、地域医療支援病院（平成 25年 10月に認定）として両

磐圏域の医療及び医療及び福祉・介護施設との役割分担と連携を担っております。 

このような機能と健全経営が評価され、平成 28年に全国自治体立優良病院表彰 

（協議会長表彰）を、平成 29年 6月には総務大臣表彰を受賞しました。また、同 29年 12月に病院機能評価を受審し、

「一般病院 2」及び「緩和ケア病院」機能における『機能種別版評価項目 3rdG：Ver.1.1』に認定されております。 

職員一同の努力により、医療と経営の質の向上が図られ、ここまで来ることができました。 

ハード面では、手狭であった救急外来・歯科口腔外科外来・化学療法室の拡張工事が平成 29 年 8 月で終了し、施

設面の改善も図られました。今年度は、投薬窓口付近を改修し医療相談・入退院支援等を含めた「患者支援センター」

を立ち上げる予定となっています。 

今後の課題としては、やはり医師をはじめとするスタッフの増員が挙げられます。産婦人科は少ない医師数で年間

650件の分娩を維持しており、加えて圏域内でお産対応施設の減があったことから、当院での分娩件数がさらに増加し

ています。小児科は現在 5 名体制ですが、医療圏の小児科医を全部合わせても 8 名と全く足りておらず、各科も含め

医師確保は引き続き努力していく必要があります。 

また、地域包括ケアについては、在宅医療と、医療・福祉・介護・歯科・薬局の情報共有システムの構築が大きな課

題です。そのためには、各施設間での情報共有が重要であり、気仙地域で導入されている情報共有システム「未来か

なえネット」の一関広域での実証実験に当院も参加しています。理想は、全国どこでも情報が共有できるシステムであ 

   り、国の対応にも期待したいところです。 

これからも、当院の基本理念 「地域の皆様に納得のできる医療

を提供します」 と行動指針のもと、地域医療への貢献、更なる経営

改善の取組み及び多職種連携による地域の医療・介護・福祉との

連携に努めて参ります。 

地域に必要な医療を維持し、「納得できる」効率良くかつ質の高

い医療を提供できるよう、なくてはならない病院として、地域医療機

関・施設の皆さまの支えとなることを心から願っております。 
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入院病棟紹介 －３西病棟－          3西病棟 看護師長 菊池 宏美 

3 西病棟は、産婦人科、小児科、新生児科、形成外科の

病棟です。 

産婦人科は妊産褥婦の気持ちに寄り添った看護を心がけ

ており、妊娠中は、妊婦助産外来や母親学級（両親学級）

を開催、お産後は 2週間健診や産褥外来を行っています。 

病棟には妊産褥婦や新生児に対して良質で安心な助産と

ケアを提供できることを目的に設立された認証制度の「ア

ドバンス助産師」が 8 名います。アドバンス助産師が中心

となり、安心・安全で質の高い助産ケアを目指して日々取

り組んでいます。 

また、WHO・ユニセフが推進する母乳育児「赤ちゃんに

やさしい病院（BFH）」認定施設をめざして取り組んでいま

す。母と子の絆を強める母乳育児を推進し退院後も育児が

スムーズにスタートできるように支援しています。 

小児科では季節の飾りつけを行ったり、入院中の安全を

サポートさせていただくために独自に作成した転倒転落の

DVDを活用しています。 

新生児科では赤ちゃんの順調な発育をサポートさせてい

ただいており、育児ノートを使用しながら育児支援を行っ

ています。 

4 月から形成外科病床も加わりました。元気に退院され

る患者さんの笑顔を励みに毎日看護ケアを行っています。 

元気で明るい 3西病棟をよろしくお願い致します。 

耳鼻科の開設について            耳鼻咽喉科長 東 賢二郎 

 平成 30年 4月より磐井病院耳鼻いんこう科に着任となりました東(ひがし)と申します。移転前には耳鼻科常勤医

がおりましたが、磐井病院が狐禅寺に移転してからは、常勤医不在となり派遣医師による外来診療のみで、なかな

か積極的治療が困難な状態にありました。今年度より常勤医 2 名での診療体制となり、入院や手術加療なども可能

となっております。 

 扱う疾患としては耳(難聴、耳鳴、めまいなど)、鼻(慢性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎など)、口腔(口腔腫瘍、白

板症、口内炎、味覚障害など)、咽喉頭(咽頭違和感、嗄

声など)や急性炎症(扁桃炎、咽喉頭炎など)といった良性

疾患を中心に診療しております。また悪性腫瘍(口腔癌、

咽喉頭癌、鼻腔癌など)に関しても、岩手医科大学や東北

大学とも連携をとり診療を行っており、耳鼻咽喉科領域

の腫瘍性病変等ありましたらご紹介いただければと思

います。 

 至らない面も多々あり、ご迷惑をおかけすることもある

かと思いますが、地域のみなさまの力となれるよう尽力す

る所存で、今後とも何卒よろしくお願いいたします。お困

りの際はいつでもお気軽にご相談ください。 

 

【前列中央:東(耳鼻いんこう科長)、前列右:橋本（耳鼻

いんこう科医長）、スタッフのみなさん】 

 

【小児科、新生児科、産婦人科スタッフ】 

【形成外科スタッフ】 
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－ 新任医師紹介 － 

             （かが けいこ） 

           氏名：加賀 敬子 

          役職名：第１産婦人科長 

出身大学：東北大学 

所属学会：日本臨床細胞学会（細胞診指導医）、日本産婦人科

学会（産婦人科指導医）、母体保護法指導医、医学

博士 

専門分野：婦人科腫瘍 

ひとこと：初心にかえって頑張ります。 

            （ひがし けんじろう） 

           氏名：東 賢二郎 

          役職名：耳鼻いんこう科長 

出身大学（教室）：山梨医科大学 

（東北大学耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

所属学会：日本耳鼻咽喉科学会（耳鼻咽喉科専門医）、頭頸部

外科学会、頭頸部癌学会、癌治療学会（癌治療認定

医）、頭蓋底外科学会、補聴器相談医 

専門分野：耳鼻咽喉科一般 頭頸部腫瘍 

ひとこと：どうぞよろしくお願い致します。 

            （よこやま なおのぶ） 

           氏名：横山 直信 

          役職名：消化器科医長 

出身大学：岩手医科大学 

所属学会：日本内科学会（内科認定医）、日本消化器病学会 日

本消化器内視鏡学会専門医 

専門分野：炎症性腸疾患 

ひとこと：地域の皆様のお役に立てるよう努力いたします。 

             （はしもと ひかる） 

           氏名：橋本 光 

          役職名：耳鼻いんこう科医長 

出身大学：秋田大学 

所属学会：日本耳鼻咽喉科学会 

ひとこと：よろしくお願い致します。 

             （ささき れな） 

           氏名：佐々木 玲奈 

          役職名：泌尿器科医長 

出身大学：岩手医科大学 

所属学会：日本泌尿器科学会（泌尿器科専門医） 

専門分野：泌尿器一般 

ひとこと：どうぞよろしくお願いします。 

             （しみず たかのり） 

            氏名：清水 孝規 

           役職名：産婦人科医長 

出身大学：東北大学 

所属学会：日本産婦人科学会、日本産婦人科手術学会 

ひとこと：当院の産婦人科はチームワークが良く一丸となって

地域の医療に貢献して行きます。 

            （すがさわ まなぶ） 

           氏名：菅澤 学 

          役職名：消化器科 医師 

出身大学：北里大学 

所属学会：日本内科学会 

専門分野：消化器 

ひとこと：どうぞよろしくお願いします。 

              （あべ しょうた） 

            氏名：安部 将太 

           役職名：歯科医師 

出身大学：奥羽大学 

所属学会：日本歯科麻酔科学会認定医 

ひとこと：一生懸命頑張ります 

             

（いまいずみ としやす） 

           氏名：今泉 利康 

          役職名：眼科医長 

所属学会：日本眼科学会、白内障学会 

専門分野：眼科一般 

 

            （あらかわ のぶゆき） 

           氏名：荒川 伸之 

          役職名：皮膚科医長 

出身大学：岩手医科大学 

所属学会：日本皮膚科学会、医学博士 

専門分野：皮膚科一般 

ひとこと：どうぞよろしくお願い致します。 
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今年度から新たに当院の一員として加わった新任医師・研修医 18 名の紹

介です。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。 



－ 研修医紹介 － 
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              （いとう けいすけ） 

            氏名：伊藤 敬佑 

出身大学：九州大学 

ひとこと：まずは何でもやってみよう

と思います！ 

              （いしだ たかゆき） 

            氏名：石田 喬之 

出身大学：東北大学 

ひとこと：一生懸命頑張ります。よろし

くお願い致します。 

 
              （かすだ きょうへい） 

            氏名：粕田 恭平 

出身大学：東北大学 

ひとこと：がんばります！ 

              （ふるかわ なおき） 

            氏名：古川 直樹 

出身大学：岩手医科大学 

ひとこと：精一杯頑張ります！ 

              （まつした りょう） 

            氏名：松下 良 

出身大学：岩手医科大学 

ひとこと：頑張ります！ 

              （はたけやま たくし） 

            氏名：畠山 拓志 

出身大学：信州大学 

ひとこと：精一杯頑張ります。 

              （かとう あやか） 

            氏名：加藤 彩佳 

出身大学：獨協医科大学 

ひとこと：多くのことを学ばせていただきた

いです。どうぞよろしくお願いします。 

 

              （かさはら たいち） 

            氏名：笠原 太一 

出身大学：東北大学 

ひとこと：精一杯がんばります。 

皮膚科「完全予約制」への体制移行について 

当院の皮膚科では、予約と予約外（当日来院）を平行して受付していたところですが、今年度に入り患者数増加し

たことに伴い、平成 30 年６月１日より完全予約制になっております。大変ご不便をおかけし、申し訳ございません

がご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。 

【留意事項】 

① 救急患者及び当日受診が必要な紹介患者については、現状どおり受け入れいたします。 

なお、当日紹介受診の場合は、紹介ＦＡＸ送信前に担当医へ電話連絡をお願いします。 

② 紹介以外の場合は、患者さんが直接電話（予約センター）で予約を取得できます。 

   『磐井病院 予約センター』 

    ・TEL番号：0191-23-3453（直通） 

    ・受付時間：平日の 9：00～17：00（土・日・祝日はつながりません） 


