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総務部門では、主に次の業務を行います。
■	職員の人事、給与に関する事
■	職員の勤務時間などに関する事
■	職員の福利厚生、健康管理などに関する事
■		電話交換業務及び自動車（救急車含む）の
運行業務

■	その他、他の係りに属さない諸々の業務

経理部門では、主に次の業務を行います。
■	予算の作成及び執行に関する事
■	院内設備等の維持、管理に関する事
■		備品及び消耗品の購入及び修理に関
する事

■	支出に関する事
■	その他、経理事務に関する事

事務部は、大別すると総務部門と
経理部門に分かれています。

事務部紹介

 柳  川  病  院  健  康  祭  り第5回
第５回柳川病院健康祭り実行委員長

中野　裕一郎

2016 年 10 月 22 日（土）、第 5回柳川病院健康祭りを開催しました。
当日はあいにくの雨にもかかわらず、200 名を超える地域の皆さんにご来場いただき、
実行委員長としましても、感謝の気持ちでいっぱいです！
また、健康祭り開催にあたっては多くの皆様のご協力をいただき、無事に開催できま
したこと、あらためてお礼申し上げます。
今後も柳川病院は、地域の皆様から親しまれる病院を目指して頑張ってまいります。
今後ともよろしくお願いします！

◦総務部門◦ ◦経理部門◦
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● 人工関節の治療により、たくさんの方達が歩けるようになったのを見て
素晴らしい治療だと思った。
● 術前・術後の動画を見て人工関節のすごさを実感できました。
●  人工関節が開発され、日々医学は進歩しているのだと感じると共に私自身も向上心を
持ち、学んでいこうと思いました。
●  人工関節を入れる事で、歩く姿勢・スピード・重心のかけ方がすごく良くなる事を知
りました。

第10回柳川病院市民公開講座開催のご報告

佐賀大学整形外科学講座　馬渡教授ご講演中 座長は当院の於保院長

【参加
者の感

想】
… アンケートより抜粋 …

　平成 28 年 11 月 26 日（土）当院主催の第 10 回市民公開講座を柳川総合福祉センタ
ー「水の郷」で開催しました。
　当日は地域住民の方など 200 名以上の参加がありました。
　今回は、佐賀大学医学部整形外科学講座の馬渡正明教授をお招きし『人工関節置換
術の進歩』についてご講演頂きました。
　講演後に行われた質疑応答では、馬渡教授から実際に手術を受けた方からの感想等
もあり盛会のうちに終了しました。また、アンケートでは多数のご意見を頂きました
ので一部を紹介させて頂きます。
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午前	 		8：30 〜 11：00
午後	 13：00 〜 16：00［	血液内科（水）］
	 13：30 〜 16：00［	脳神経外科（金）］
	 14：00 〜 16：00［	外科（火）］

※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。
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受付時間
（日・祭日は休診）

	※急患については、この限りではありません。

平成 29 年１月１日現在外来診療担当医一覧表
※  都合により診察日・時間が変更になる場合がございます。

確認のうえご来院ください。
※  お問合せの電話については、急ぎの用件を除いては、

午後からのお電話にご協力お願い致します。
※  「担当医」の表記については当該診療科の当番医が診

察・診療を行います。

外来担当医表 月 火 水 木 金 土

内　科
消化器内科 午前

新患 於保	和彦 垣内	誠也 平塚	　潤 菅	　偉哉 島松	　裕 担当医

再来
菅	　偉哉 菅	　偉哉 於保	和彦 平塚　	潤 於保	和彦 垣内	誠也
島松　	裕 平塚　	潤 島松	　裕 垣内	誠也

血液内科 午後 野波　	篤
肝臓外来
（第２土曜日） 午前 （下記※１参照） 宮島	一郎

ピロリ菌外来
（第１・３月曜日） 午後 （下記※１参照） 於保	和彦

内分泌代謝内科
甲状腺外来
糖尿病外来

午前 新患・再来 中村	由育 椛島	正治 廣松	雄治

午後 再来（予約） 中村	由育 椛島	正治

循環器内科 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 松本	徳昭 野原	　夢 吉岡　	励 野原正一郎
心臓血管外科 午前 土井	一義 土井	一義

外　科
消化器外科
乳腺外科

午前 新患・再来
貝原　	淳

田中	克明 貝原　	淳 溝部	智亮 田中	克明 担当医
田中	侑哉

午後 再来 岩本	元一
整形外科 午前 新患・再来 野崎　	修 中山	大資 中山	大資 野崎　	修 野崎　	修 中山	大資

産婦人科
午前

新患・再来 高橋	俊一 嘉村	敏治 高橋	俊一 嘉村	敏治 上杉	佳子
休　診新患 高橋	俊一 高橋	俊一 高橋	俊一

午後 アンチエイジング診療（予約制）
皮膚科 午前 辛島	正志 辛島	正志 休　診 辛島	正志 辛島	正志 辛島	正志

泌尿器科 午前 林	秀一郎 植田	浩介
小笠原尚之
（第 1.3.5）

植田	浩介
（第 2. ４）

脳神経外科 午後 緒方	敦之

健診センター 午前
岩本	元一 岩本	元一 岩本	元一 岩本	元一 岩本	元一

喜多	奈穂
検査担当医表 月 火 水 木 金 土

放射線科 午後 小金丸雅道
専門エコー外来 午後 黒松	亮子

内視鏡検査 （下記※２参照）
担当医

担当医
担当医 担当医

担当医
向笠	道太 城野	智毅 渡辺	靖友




