
編集／東千葉メディカルセンター  総務課 ℡0475-50-1199（代） fax0475-50-1356  http//www.tkmedical.jp/　東金市丘山台三丁目６番地２

14
8月1日
平成28年

■発行 ： 地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター

東千葉メディカルセンターNEWS東千葉メディカルセンターNEWS

　東千葉メディカルセンターがオープンして3年目を迎えました。開院後、三次救
急医療・高度医療の提供により地域の救急医療体制が大幅に改善されるなど
大きな成果を挙げてきました。一方で、医療人材不足が主な要因で、予定してい
た診療科の開設や病棟の開棟が遅れており、ご迷惑をおかけしています。
　そのような中、本年度は待望の産婦人科が診療を開始し分娩が始まり、赤ち
ゃんの泣き声が聞こえるようになりました。また、歯科口腔外科を新たに開設し、
一般的な歯科の診療のほかに入院が必要な歯科の手術にも対応しています。
内科系診療科では総合診療内科医が着任し、初診の患者さんを対象に内科
系の診療を幅広く診療し、外来診療体制の充実を図っています。

内科（総合診療科）・産婦人科・歯科口腔外科が新たに始まりました。

　東千葉メディカルセンター 外来診療予定表

平成28年8月現在１． 休診日は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）です。
２． 循環器内科の新患外来は、緊急カテーテル治療等に対応するため、原則として紹介状をお持ちの方のみ受付けます。
３． 消化器内科の外来は予約制ではありませんので、受付順での診療となります。
４． 休診日や受付時間は都合により変更となる場合があります。事前にお問い合わせください。

診療科 受付時間 月 火 水 木 金
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内　科（総合診療科）
　

消化器内科

神経内科（予約必要）

呼吸器内科
　

循環器内科

代謝・内分泌内科

小児科
　

外　科

【乳腺外科】

心臓血管外科

整形外科
　

脳神経外科

形成外科（予約必要）
　

産婦人科（産科）

　　　（婦人科）
 

歯科口腔外科

金井

大山

内田

西村

佐野

河村

内川  井上

内川（予約のみ）

中川

深澤

渡辺  高澤  谷口

千葉大医師（非常勤）

田畑

山内

伏見  肥後

李

坂本

塚原  三輪

佐野

佐野（予約のみ）

河村

内川  井上

井上（予約のみ）

岡村

久保田  脇田

松谷（第2.4週）

種元

田畑  國府

伏見

伏見

金井

亀崎

亀崎

笠原  伊狩

金枝

金枝（予約のみ）

樋口

内川 千葉大医師（非常勤）

岡村

石田

渡辺  高澤  谷口  松浦

本島

本島

長谷川（新患・再診）

田畑

種元  武藤

伏見  岡

伏見

曽我井

今井

内田

竹内  家里

石川

石川（予約のみ）

内川  井上

中川

羽山【乳腺外来】

青木 中嶋 久保田

和田

和田

佐久間

種元

伏見

伏見

熊谷

亀崎

内田

笠原  竹内

原田

原田（予約のみ）

樋口

吉原（予約のみ）

井上 千葉大医師（非常勤）

内

石田

青木  中嶋  脇田

長谷川（再診）

長谷川（新患）

種元  薄井（予約のみ）

田畑（予約のみ）

伏見

伏見

松谷（第1.3.5週）
平井（第2.4週）

【循環器外来】濱田
（第3週・予約のみ）

河村（第1.3.5週）
樋口（第2.4週）

【リハビリ外来】
（予約のみ）

紹介状が無くても受診
できます。
診療科により予約が必要
な場合がありますので、
お問合せください。

4月から乳腺外来を始めました。

○診療日　　毎週金曜日
○受付時間　8時30分～11時
○医　師
　　千葉大学医学部附属病院
　　乳腺外科医員　羽山 晶子

乳がんにかかる率は年々増加傾向に
あります。乳房の異常や精密検査が
必要な方は受診されるようお勧めし
ます。

受診される場合は予約が必要です。

《予約専用ダイヤル》

電話 0475-50-1333

乳腺外来のお知らせ乳腺外来のお知らせ

内  科 （総合診療科）内  科 （総合診療科） 産婦人科産婦人科 歯科口腔外科歯科口腔外科
医師／内科（総合診療科）副部長 金井 貴夫 医師／産婦人科副部長 種元 智洋 医師／歯科口腔外科医長 伏見 一章

内科領域の診療は、各専門内科医により行われて
きました。4月から総合診療内科医が着任しました
ので、どの内科領域の専門科を受診すればよいか
わからない症状をお持ちの方は、当診療科を受診
してください。

産婦人科の診療は、月曜日の婦人科外来診療のみ
を行ってまいりましたが、常勤の産婦人科医師が着
任し、周産期医療、婦人科一般診療を行っています。
里帰り出産を含め、分娩を行っています。

歯科口腔外科を新たに開設しました。病院にある歯
科口腔外科として、地域の歯科医院や病院などから
の紹介患者の抜歯等の外科治療、交通事故やス
ポーツなどの外傷、有病者の歯科治療や入院患者
の口腔ケアに重点を置いていきます。

　　　内科系の病気を全般的に
　　　幅広く診察します。

婦人科の様々な疾患に対応します。
妊娠・出産・産後の周産期医療を行います。
皆様が安心してお産をされて、笑顔で退院できる
ような施設を目指して、サポートします。

親知らずなどの抜歯、う蝕や歯周病による腫れ、痛
み、口内炎などの口の中の病気、顎の痛み、舌の痛
みなどを診療します。

診療内容診療内容診療内容

医　員 田畑 潤哉



●東千葉メディカルセンターNEWS Vol.14 2016.8.1

IIIIIIIII 医療機器紹介 IIII I I I I I

　産婦人科の分娩開始に伴い4D
超音波診断装置を導入しました。
この装置は静止画像である3D超

音波画像診断装置と違い、リアルタイムに動いている胎児を映し
出せる動画像です。そのため、背伸びをしたり、あくびをしてい
る胎児の様子を立体的にご覧になることが可能です。
　ご希望の方は外来スタッフにご相談ください。通常の妊婦検診
とは別に予約が必要です。

産婦人科の分娩開始に伴い
4D超音波診断装置を導入
産婦人科の分娩開始に伴い
4D超音波診断装置を導入

　患者さんの治療と安静のため面会時間を設定しています。
○一般病棟　平日：15時～20時　○土日祝日：11時～20時
○救命救急センター　全日：15時～20時
※お見舞いの生花の持ち込みは感染防止のためご遠慮ください。

▶▶▶▶▶ 面会時間について ◀◀◀◀◀

新しい病院をつくっていこうと集まっ
てきた、さまざまな経験のある仲間と
一緒に働くことで、日々発見や学びが
あります。男性看護師も多いので、仕
事だけでなくプライベートでも相談や
息抜きができて心強いです。病棟には
高度な設備が整っており、地域医療に
貢献していると実感できることが、や
りがいにつながっています。

イメージ図

病棟拡大につき看護職員募集！
分娩開始につき助産師募集！
病棟拡大につき看護職員募集！
分娩開始につき助産師募集！

フルオープンに向けて看護師を募集しています。既卒、新卒、管理職経験者など一緒に働いてくれる
幅広い人材を求めています。また、周産期ケアの充実に向けて助産師を募集しています。
フルオープンに向けて看護師を募集しています。既卒、新卒、管理職経験者など一緒に働いてくれる
幅広い人材を求めています。また、周産期ケアの充実に向けて助産師を募集しています。

講演会のお知らせ
平成28年4月より新たに診療を開始した診療科に
よる講演会を開催します。どなたでも参加できます。
皆様のご参加をお待ちしています。

①「たかが睡眠、されど睡眠」
　と　き：平成28年8月31日（水）午後7時～8時30分
　ところ：東千葉メディカルセンター2階講堂
　講　師：内科（総合診療科）副部長　金井 貴夫

②「出生前に超音波でわかること
　　　　　　　　　　～出生前診断～」
　と　き：平成28年9月14日（水）午後7時～8時30分
　ところ：東千葉メディカルセンター2階講堂
　講　師：産婦人科副部長　種元 智洋

③「麻酔科診療の実際と
　　　　　　手術室安全管理をめぐって」
　と　き：平成28年9月28日（水）午後7時～8時30分
　ところ：東千葉メディカルセンター2階講堂
　講　師：麻酔科部長　頴原    徹

④「歯周病が重症化を招く全身疾患
　　　　　　～こんなにこわい歯周病～」
　と　き：平成28年10月26日（水）午後7時～8時30分
　ところ：東千葉メディカルセンター2階講堂
　講　師：歯科口腔外科医長　伏見 一章

□ 給　与 新卒基本給 看護師 219,600円～
  助産師 229,600円～
 ※給与規程に基づく経験加算あり
 主要手当
 　夜間看護手当、夜間勤務手当
 　時間外手当、調整額など
 賞与年2回
□ 勤務時間 4週8休　2交代制
□ 休　暇 年次休暇20日
 夏季休暇5日など
□ その他 宿舎　院内保育所

□ 応募資格 看護師・助産師免許を取得見込みの方、または有資格の方
□ 選考方法 一次　書類審査
 二次　面接
□ 応募方法 以下の書類を郵送または持参してください。
 ①履歴書 ： 当センター指定の様式（A4で印刷）
 　※夜勤専従希望者は、「本人希望記入欄」に《夜勤専従希望》と明記してください。
 ②看護師・助産師免許の写し ： A4サイズに縮小して複写（有資格の方のみ）
 ③成績証明書 ： 看護師・助産師養成課程のもの（新卒の方のみ）
 ④卒業（見込み）証明書 ： 卒業証書の写しでも可（新卒の方のみ）
□ 書類提出先 〒283-8686 千葉県東金市丘山台三丁目6番地2
 東千葉メディカルセンター　事務部総務課
　 　※提出書類に記載された個人情報は、本選考以外には使用しません。
　 　※採用の可否にかかわらず公募書類は返却しません。

《待遇など》

《問い合わせ》
千葉県東金市丘山台三丁目6番地2
東千葉メディカルセンター 看護師確保対策室 電話0475-50-1199（代）

こちらのＱＲコードを読み込むとホームページをご覧いただけます。

《応募方法》

6階東病棟
高橋 翔一

一刻を争う重症な患者さんと関わる機
会が多いため、チームワークはとても
重要です。スタッフ同士がコミュニ
ケーションを密に取り合い、助け合い
ながら業務に取り組んでいます。医師
とも話がしやすく、意見交換ができる
環境も、働きやすさの秘訣ですね。動
線の良さや充実した設備といったハー
ド面にも助けられていると感じます。

ER
佐藤 直樹

多職種がそれぞれの専門性を活かしな
がら協働することは、やりがいや看護
業務の軽減にもつながっています。中
でも、かなりの時間を要する持参薬
チェックや服薬準備を薬剤師が積極的
に行ってくれることで、患者さんと関
わる時間が増えました。臨床検査技師
や臨床工学技士も現場に来てサポート
してくれるので心強いです。

ICU・HCU
中村 美由紀

▶病棟勤務中 ▶救命救急センター勤務中 ▶救命救急センター勤務中
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