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三沢市立三沢病院

1年次 渡邊 理樹

２年次 長岡 裕太郎

1年次 海老名 日奈子



すえよし のりひこ

末吉 徳彦（内科医長）
1.各種アウトドア

（釣り、キャンプ、スキー等）

2.令和４年４月より三沢病院の内科

へ着任いたしました末吉と申しま

す。市民の皆さんのお役に立てる

よう頑張ろうと思いますのでよろ

しく お願いします。

さわの たけゆき

澤野 武行（外科医長）
1.映画鑑賞

2.三沢市の医療に少しでも貢献

できるように頑張りますので

よろしくお願いします。

うめき かほ

梅木 香歩（小児科医長）
1. 絵を描くこと、お笑いをみること

2.生まれ育ったこの地域で、子ども

達やご家族に寄り添いながら医

療に貢献できるよう懸命に頑張

りますので、よろしくお願い致し

ます。

うちだ そのか

内田 苑佳（産婦人科医長)
1.美味しいものを食べること

2.地元の医療に携わることができ、

嬉しく思います。頑張りますので、

宜しくお願い致します。

わたなべ まさき

渡邊 理樹（臨床研修医）
1.音楽制作

2.愛する三沢市と三沢市民の健康

に少しでも貢献できるよう頑張

ります。２年間、何卒よろしくお願

い申し上げます。

えびな ひなこ

海老名 日奈子(臨床研修医)
1.柔道・空手道

2.生まれ育った場所にまた戻ってきて、

医療に従事できて、とても嬉しいです。

早く役に立てるよう精一杯頑張ります。

こんどう かな

近藤 可奈（言語聴覚士）
1.趣味：ポーセラーツ、美味しいものを

食べ歩く、旅行

特技：マラソン（時間がなくまだ大会に

は１回しか出られていませんが…）

2.早く三沢病院に慣れ、戦力となれるよう

精進して参りますのでよろしくお願いし

ます。

ささき まき

佐々木 麻希（2東病棟 看護師）
1.ドラマ鑑賞

2.早く新しい環境に慣れて、新しい

知識を勉強しながら、今までの経

験を生かし、日々の業務を行って

いきたいと思います。

ふきた まき

吹田 舞季（2東病棟 看護師）
1.趣味：料理、お菓子づくり

特技：目薬を２秒でさすこと

2.看護師になってから日が浅く慣れない

部分も多いですが、毎日笑顔を忘れず、

私らしく頑張っていきたいと思います。

よろしくお願いします。

1.趣味・特技 ２．抱負
令和４年４月から、医師６名、言語聴覚士１名、看護師１１名、

事務員５名の計２３名が入職しましたのでご紹介します。

おぐら あみ

小倉 愛未（3東病棟 看護師）
1.映画鑑賞

2.技術や知識はまだまだ未熟ですが、

自分なりに精一杯頑張りますので

よろしくお願いします。
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なみおか みやこ

浪岡 都子（3西病棟 助産師兼看護師）
1.温泉巡り

2.高校生ぶりに地元に帰ってきましたが、

知らないお店が出来ていたり、道が変

わっていたりと地元のことを意外と知

らないので探検しようと思います。

新しいことを沢山吸収できるよう頑張

ります。よろしくお願いします。

おさない りむ

小山内 莉夢（3東病棟 看護師）
1.趣味：ドライブ 特技：バレーボール

（中学時代はスパイカーだったが今は

飛べるか分らない…）

2.社会人、看護師１年目で覚えることが

たくさんあり大変ですが、自分の仕事

に責任と誇りを持ち、成長していきた

いです。

あかぬま もえ

赤沼 萌（3西病棟 看護師）
1.ハンドドリップコーヒーを入れて飲む

2.新卒でまだまだ未熟者ですが、知識と

技術を１つ１つ学び、成長していける

よう頑張ります。

いが はるか

伊賀 華楓（３西病棟 看護師）
1.Netflixで韓ドラを見ること

2.社会人としての責任を強く持ち、

1日でも早く業務内容を把握でき

るよう日々努力していきます。

なかの あきみ

中野 瑛美（４西病棟 看護師）
1.サウナ、銭湯に行くこと

2.早く業務に慣れて活躍できるように

なりたいと思います。どうぞよろし

くお願いします。

おだわら みすず

小田原 美鈴（４西病棟 看護師）
１.ガーデニング、香水集め

２.様々な事に挑戦していき、早く仕事

を覚えてチームの力になれるように

頑張っていきたいと思います。

たかやま ななこ

髙山 菜々子（手術室 看護師）
１.散歩

２.手術室に配属になりました。

よろしくお願いします。

くしびき かおり

櫛引 香織（外来 看護師）
１.温泉巡り、グルメ

２.患者さんやスタッフに信頼され、

親しみを持っていただけるよう

笑顔で頑張りたいです。よろしく

お願いします。

むらい かなこ

村井 加奈子（事務局）
１.読書

２.一日も早く仕事を覚え、皆さんの

お役に立てるように頑張ります。

ご指導のほどよろしくお願いします。

やまもと まさと

山本 真人（事務局）
１.旅行・お出かけ

２.三沢病院で働く皆様や、通われる

皆様、関わる皆様のお役に立てる

ように、日々の仕事に励みます。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

おりかさ しんご

織笠 信吾（事務局）
１.旅行

２.今年度は、５年毎に実施している

防衛補助事業に係る、医療情報

システムの更新を円滑に行いた

いと思います。

ぬまた ちか

沼田 恭（事務局）
１.旅行（車旅）

２.初めての配属、初めての業務内容

に戸惑うことばかりですが、精一杯

頑張りたいと思います。

きむら しんや

木村 真也（事務局）
１.ゲーム、スノーボード、食べ歩き

２.早く病院システムの扱いに慣れて

地域医療を支える一助となれる

よう努めていきます。よろしくお

願いします。
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診療科 受付時間 月 火 水 木 金 注3） 備考

注１）斎藤　聡院長 注１）斎藤　聡院長 注１）斎藤　聡院長

鈴木　一広 鈴木　一広 鈴木　一広

西下　理恵 西下　理恵 西下　理恵 西下　理恵

秋田谷　一輝 秋田谷　一輝 秋田谷　一輝

野宮　洋樹 野宮　洋樹 野宮　洋樹

末吉　徳彦 末吉　徳彦 末吉　徳彦

応援医師

星　克樹 星　克樹 星　克樹

泉山　圭 泉山　圭 泉山　圭

①江渡　修司 ①江渡　修司 ②江渡　修司 ①江渡　修司 ①江渡　修司

①湯沢健太郎 ②湯沢健太郎 ①湯沢健太郎 ①湯沢健太郎 ②湯沢健太郎

①鈴木　友希 ①鈴木　友希 ①鈴木　友希

②梅木　香歩 ①梅木　香歩 ①梅木　香歩 ②梅木　香歩 ①梅木　香歩

乳児健診
13:30～

江渡　修司
湯沢健太郎
鈴木　友希
梅木　香歩

慢性外来
14:30～

江渡　修司
湯沢健太郎
鈴木　友希
梅木　香歩

江渡　修司
湯沢健太郎
鈴木　友希
梅木　香歩

神経外来
13:00～

業務援助医師 第1・3（水）

腎臓・免疫外来
13:30～ 業務援助医師 業務援助医師

第４（木）
院内紹介患者のみ

心臓外来
13:30～

江渡　修司 第2・4（水）

外科 8:15～11:00 松本　陸郎 澤野　武行 松本　陸郎 池永　照史郎一期 松本　陸郎

整形外科 8:15～11:00

丸山　英俊 丸山　英俊 丸山/業務援助医師 丸山　英俊

内田　苑佳 内田　苑佳 内田　苑佳 内田　苑佳

泌尿器科 8:15～11:00 日下　歩 日下　歩 業務援助医師 日下　歩 業務援助医師

業務援助医師

8:15～11:00

13:30～15:00

皮膚科 8:15～11:00 業務援助医師 業務援助医師 業務援助医師 業務援助医師 業務援助医師

形成外科 8:15～11:00 業務援助医師 業務援助医師

眼科
火　13:00～
水　13:00～

注２）
業務援助医師

注２）
業務援助医師

予約のみ

脳神経外科 14:00～ 業務援助医師 予約のみ

耳鼻咽喉科
8:00～11:30
13:30～15:30

業務援助医師
（午前のみ）

業務援助医師
（午後のみ）

8:15～11:00

☞ 午後の時間帯で完全予約制の為、地域医療連携室で予約をおとり下さい。    （代表）０１７６－５３－２１６１　内線１０１０

● 外来診療担当医表はホームページでもご覧になれます。
☞ http://www.hospital.misawa.aomori.jp/

● セカンド･オピニオン外来について（担当医師　：　坂田　優　） 三沢市立三沢病院　医事課

歯科口腔外科
電話予約可

（第1（木）応援医師）

注１）　都合により不在の場合がありますので、地域医療連携室へお問い合わせ下さい。
注２）　診察日時等につきましては、眼科外来（内線１１２０）へお問い合わせ下さい。
注３）　令和２年５月の最終金曜日から毎月の最終金曜日は外来休診日となります。

鄭
テイ

　明
ベングワン

源 鄭　明源 鄭　明源 鄭　明源 鄭　明源

石﨑　海子（月～金）

外来診療担当医表
令和4年5月10日現在

内科

消化器内科
8:15～11:00

循環器内科
8:15～11:00

小児科

①9:00～11:00
②9:30～11:00

電話予約可

小川　太郎　・　能見　修也（月～金）

産婦人科 8:15～11:00 病棟以外の医師

放射線科

「助産師又は看護師」及び「准看護師」を随時募集しています。

あなたも三沢病院で働いてみませんか？
【勤務条件】就業時間１日７時間４５分、１週間３８時間４５分

※週休２日、有給あり

【給料月額】助産師又は看護師１９２,４００円～、准看護師１６５,３００円～

※詳しくは三沢病院ホームページ内の採用情報をご覧いただくか、

病院事務局管理課（Tel：０１７６－５３－２１６１）までご連絡下さい。
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