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平成31年4月に入職される皆さん、われわれ職員

一同は皆さんを心より歓迎いたします。大きな夢と大い

なる志を抱き医療関係専門職の資格を取って初めて

社会に出て来た人たち、これまで色々な経験を積んで

初めて医療の世界に飛び込んで来られた人たちなど、

色々な方がおられると思います。ここ鳥取市立病院で

皆さんと一緒に医療を通して地域社会に貢献出来る

ことを嬉しく思います。

超高齢社会に伴う人口減少社会に突入し、我々を

取り巻く医療情勢も劇的に変化してきております。それ

に対応する医療システムの変革が喫緊の事として地

域医療行政、地域医療システム、医療機関に求められ

ています。入職時に良いと言われていたことが5年後に

は正反対になることもあるかもしれません。社会を見

据える広い視野と柔軟な対応力で地域を支えていけ

る貴重なスタッフになってもらうことを期待いたします。

医療人としての生きがい、喜びは何でしょう。自分の

知識や技術が上達発展し自分の成長が実感できた時、

大きな充実感と達成感を感じることができます。また病

院のシステムの中で組織の一員としてその重責を果

たすことができた時、大きな満足感も得られるでしょう。

しかし、医療人の最大の喜びは、患者さんの喜びを共

有できることです。患者さんが苦痛や不安から解放さ

れて笑顔になる瞬間に立ち会えることです。さらには

自分がしていることが単に自分だけの為ではなく、患

者さんや社会に貢献していることを実感できることだと

思います。

われわれ医療人は、人の命と人生を支える使命が

あります。知識を高め技術を上達させることは当然のこ

とですが、日々の生活の一瞬一瞬を大切にしてあらゆ

ることに全力で向き合うとともに、真摯に自分とも向き

合う姿勢が大切です。今後の皆さんに活躍を期待い

たします。

１．信頼される病院

２．心温まる病院

３．楽しく働ける病院

理

念

• 地域における医療福祉の向上につとめ、地域住民のいのちと健康を守ります。

• 地域の中核病院として、地域の医療機関と連携・協調を図ります。

• 二次医療を中心に担当します。

• 医療需要の増大と多様化に対応できる病院づくりを目指します。

• 超高齢社会における治す医療と支える医療の両立を目指します。

基
本
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副院長 森下 嗣威

平成31年／令和元年のゴールデン

ウィーク期間は、10日間の連続した休日と

なりますが、当院は5月1日（水）に診察日

を設けます。4月27日～4月30日、5月2日

～5月6日は通常診療は行いませんが、救

急診療体制を整えております。

日 月 火 水 木 金 土

4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27

休診
通常
診療

通常
診療

通常
診療

通常
診療

通常
診療

休診

4/28 4/29 4/30 5/1 5/2 5/3 5/4

休診 休診 休診
診察日
8:30～
17:00

休診 休診 休診

5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11

休診 休診
通常
診療

通常
診療

通常
診療

通常
診療

休診
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診療部部長（泌尿器科）

平田 武志

4月より泌尿器科に赴任した平田

と申します。市立病院ではじっく

りと腰を据えて、鳥取の地域医療

に貢献できるよう尽力させていた

だきます。

診療部 整形外科 医長

内野 崇彦

この度、岡山大学病院より整形外

科に赴任して参りました。前勤務

先ではスポーツ整形、主に上肢障

害を担当しておりました。よろし

くお願い申し上げます。

診療部 総合診療科 医員 兼

地域医療総合支援センター
生活支援室 医員

大塚 裕眞

診療部 小児科 医員

石丸 雄一朗

今春より再度当院に勤務すること

になりました。まだ未熟者ですが

精一杯鳥取市の小児医療を盛り上

げていきますので、よろしくお願

いします。

診療部 小児科 医員

内藤 祥

診療部 放射線科 医員

牧嶋 惇

放射線科の牧嶋淳と申します。専

門はIVR・診断です。よろしくお

願いします。

診療部 麻酔科 医員

松本 直久

兵庫県出身、岡山大学卒の松本直

久です。初の鳥取進出でとても興

奮しています。サッカー大好きな

のでボールを蹴る機会があれば是

非ご一報ください。

ひ ら た た け し う ち の たかひこ

おおつか ゆ う ま

いしまる ゆういちろう

ないとう さち まきしま じゅん

まつもと なおひさ

北野病院・鳥大病院で初期研修を

終了し、鳥取市立病院に就職いた

しました。将来は総合診療医（家

庭医）を専門とする予定です。よ

ろしくお願いします。

小児科後期研修2年目の内藤で

す。米子で生まれ育ち、初の鳥取

市です！頼りないとは思います

が、元気に楽しく頑張りますの

で、よろしくお願いします！

診療部部長（循環器内科） 島雄 隆一郎

診療部部長（泌尿器科） 日下 信行

診療部 整形外科 医長 香川 洋平

診療部 放射線科 医長 松本 顕介

診療部 小児科 医員 坂口 真弓

診療部 小児科 医員 妹尾 慎太郎

診療部 小児科 医員 木下 亮

診療部 麻酔科 医員 明賀 翔平

お世話になりました
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昨年もクリーブランドの冬は非常に厳しいとお伝えしま

したが、今年の1月末の数日間は私がこれまでに経験し

たことのない寒さでした。アメリカ北部は北極から南下し

た何十年ぶりかの強力な寒気の影響により、クリーブラ

ンドはその日の最高気温が－10℃、最低気温が－20℃

だったと記憶しています。子供たちは2日間学校が休み

になり、大喜びで友達の家に遊びに行き、外でバナナを

凍らせたり、シャボン玉を作ったらどのようになるか楽し

んで実験していたそうです。

私の研究については、マウスの手術も一進一退の状

況で思ったように進んでいない状況です。先日、ATC（ア

メリカ移植学会）からメールを受け取り、6月1日からボス

トンである総会にはポスターで採用されたと通達があり

2年間の初期臨床研修を終えた専攻医は、新規研修

システムの基に基盤およびサブスペシャリティ領域の研

修を行うことになっています。脊椎脊髄外科専門医制度

は、2012年9月には基盤領域の日本整形外科学会と日

本脳神経外科学会からサブスペシャリティ領域の専門

医である承認を受け、日本専門医制評価・認定機構から

2013年7月1日に専門医制度として認定を受けています。

当院は2013年から脊椎脊髄センターを立ち上げ、少

しずつ症例を重ねて脊椎脊髄外科専門医基幹研修施

設となりうる条件を満たし、この度、研修施設認定を受け

ました。この研修施設は鳥取県内では鳥取大学と三朝温

泉病院しかありません。今後も引き続き脊椎脊髄外科専

門医を志す医師の受け入れをして、人材の育成と地域

への貢献に努めていきたいと思っています。

ました。そのためにも早く

結果が欲しいのですが、

なかなか結果が出ずに、

帰国する日も近づいてい

るなか焦りだけが先行し

ている感じです。残りわ

ずかとなったアメリカ生

活を有終の美で飾るため、

ラストスパートをかけて

いきたいと思います。

脳神経外科・脊椎脊髄センター 診療局長 赤塚 啓一

入学式 入る 学校
（学ぶ）

式

入 る 学校（学ぶ） 式

人差し指で、自分からみて

「入」という字（相手からは

「人」に見える）を作り、前

に倒します。

手を開いて、手のひらを自

分の方に向け、2回下に揺

らします。

手を開いて、手のひらは相手に向け、

指を根元から前にたおします。


