
1）杉田玄白の進取の精神を受け継ぎ、良質・最新の医療を提供します。
2）医療連携を推進し、中核病院として地域のニーズに応えます。
3）安全・安心な医療サービスに努めます。
4）公共性に配慮しつつ、健全な経営をめざします。
5）教育・研修を充実させ、優れた人材を育成します。
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薬剤部長に就任いたしました

眼科紹介　　～あなたも視力チェックしてみませんか?～

　当院では主に白内障の方を対象に手術を行っています。最近登
場したMIGSと呼ばれる低侵襲性緑内障手術も白内障手術と併用
して行っていますので、緑内障で治療中の方（緑内障点眼薬を使用
中の方）で白内障手術をまだ受けていない方は、是非ご相談下さい。
他にもコンタクトレンズ外来、抗VEGF薬硝子体内注射、ボトック
ス注射、翼状片手術、眼瞼内反症手術などを行っています。
　「緑内障疑い」と眼底検診で指摘された方で、もしも放置されて
いる方がいれば、一度受診頂くことを強くお勧め致します。緑内障
を知らずに放置してしまうと、視野が欠け、一度視野が欠けてしま
うとその欠けた視野を元に戻すことは出来ないため、早期発見が
大事だからです。
　糖尿病で内科通院中の方で、眼科を1年以上受診していない方も受診をお勧め致します。糖尿病網膜症に罹患すると、重
症例では最悪の場合失明することもあります。この病気も進行の程度が末期にならないと視力低下などの自覚症状を感じ
ないことが多いので、早期発見が大事です。当院では進行例に対して必要に応じて網膜光凝固術を行っています。
　昔に白内障手術を受けられた方で「術後はよく見えていたけど、最近見え辛くなってきた」という方はいませんか?これ
は後発白内障と言って、レーザー治療で視力が改善する可能性がありますので、心当たりのある方はご相談下さい。
　上記以外にも「こんな症状で病院を受診していいのかな?」と思うような些細なことでも、実は重大な病気が潜んでいる
可能性があります。当院であれば必要に応じて脳神経外科など他科との連携も行いますので、目でお困りの症状があれば
是非一度ご相談下さい。
　眼科スタッフ一同お待ちしております。

ごあいさつ
　令和2年10月1日より　杉田玄白記念公立小浜病院薬剤部薬剤科長として着任し、同年11
月1日からは薬剤部長を拝命いたしました。私の生まれ故郷は京都府綾部市であり、福井県と
はおおい町と隣接しております。そのため小浜市をはじめこの若狭地域は、とても親しみを
感じております。私は大学卒業後、今までに福井医科大学医学部附属病院、現在の福井大学医
学部附属病院薬剤部、越前市にある医療法人林病院薬剤部で勤務し、現在にいたります。これ
までの経験をいかし、歴史ある公立小浜病院で、諸先輩方が築き上げられた伝統を維持しつ
つ、他の薬剤部職員とともにさらに信頼される薬剤部になるよう、努力していきます。
　さて、我々薬剤師が患者さんからいただく質問には、薬の適応症、用法用量、副作用、飲み合
わせ、使用方法などさまざまあります。そのとき現在服用している医薬品を把握するため、『お
くすり手帳』の提示をお願いすることがあります。おくすり手帳をみれば、相互作用・飲み合
わせだけでなく、同じ成分の薬の処方チェックも可能です。また、気になる症状や希望など、
患者さんご自身で次回の来院時にお話ししたいことを記入することも出来ます。ぜひ現在服
用中の医薬品が時系列でわかるおくすり手帳を各個人1冊にまとめ、常に持参されることを
お勧めします。
　新型コロナウイルスが世間を騒がせて早くも1年以上になり、制限のかかった生活が続い
ています。しかしこのような状況下でも、医療に医薬品は絶対不可欠であるため、必要な医薬
品を必要な患者さんに適切に交付し安全に使用できるよう、責任をもって対応していきます。

白波瀬 正樹
 しら は せ まさ き

（文責　柿本 宙志）
かきもと   ひろ  し

当院に新たに赴任した

医師を紹介します

　出生は和歌山で、福井大学出身です。小浜は
初めての土地で、まだまだ不慣れなこともあり
ますが楽しんで行きたいと思っています。趣味
は投げ釣りでよくふらーと行くこともあり、小
浜でも開拓できればと思います。可能な限り小
浜病院に貢献できるよう尽力して参ります。ど
うぞよろしくお願いいたします。

 いけ だ ひろ ゆき

池田 裕之 医師

内  科
　4月より福井大学病院から杉田玄白記念公立
小浜病院に内科医として新たに着任いたしま
した。特に食道、胃、大腸、肝胆膵を含む消化器
領域を専門としております。嶺南地区でこの公
立小浜病院が最後の砦として、みなさんの医療
の支えになるよう努めてまいりますので何卒
よろしくお願いいたします。また、胃カメラや
大腸カメラを受けたい方、腹部症状で少しでも
気になる方がいらっしゃいましたら気軽に受
診していただければ幸いです。

 あか ざわ ゆう

赤澤　悠 医師

内  科

　出身は福井市で、小浜病院では学生の頃から
何度か研修をさせて頂いておりました。
　専門は腎臓内科で、専門分野だけでなく一般
的な内科を幅広く診させていただいております。
　小浜の医療に貢献できるように努めて参り
ますので、よろしくお願いいたします。

 さか い まさ と

酒井 雅人 医師

内  科

　この度、地元である小浜へ戻って参りました。
主に内視鏡処置を始めとした消化器疾患をメイ
ンにしておりますが、他科とも協力しつつ、様々
な分野で地域の皆様のお役に立ちたいと考えて
おります。正しい知識、技術に基づきそれぞれの
患者様に応じた全人的な医療を行いたいと思い
ます。よろしくお願いいたします。

 ひら い たつ き

平井 達基 医師

内  科

　4月から内科医として赴任して参りました。
どんなことでも相談にのれる「何でも内科」目
指して勉強中です。少しでも皆さんの健康のさ
さえになれるよう努めて参りますのでよろし
くお願いいたします。

 し みず かい と

清水 海斗 医師

内  科
　昨年度までは京都大学医学部付附属病院に
て勤務させていただき、今年度より公立小浜病
院へ赴任となりました。専門は循環器内科と
なっております。まだまだこれからではござい
ますが、患者さんにとって最善の治療が提供で
きるように、また、地域医療に貢献できるよう
に努めて参ります。心臓病から生活習慣病にか
けて気になることがございましたら是非ご相
談ください。

 なか い ひさ と

中井 久登 医師

内  科

　小浜は歴史が深い、趣ある場所だと感じてお
ります。
　地域のみなさまのお役に立てるよう精進致
します。

 いわ み ゆ き こ

岩見 有希子 医師

救急総合診療科

　精神科医の金俊佑と申します。今春、京都よ
り赴任致しました。患者様と共に歩むことを、
大事に考えております。地域の皆様の温かいお
人柄と、若狭湾の水平線が好きです。何卒よろ
しくお願い致します。

 きむ しゅん ゆう

金　俊佑 医師

精神神経科

 ゆう き とも ひと

結城 智仁 医師

内  科

　昨年度は福井大学病院で神経内科に所属・勤
務しておりました。嶺南地域の数少ない神経内
科医として、内科及び神経内科疾患の診療に尽
力いたします。よろしくお願いいたします。

 さ さ き ひろ ひと

佐々木 宏仁 医師

内  科

　4月より自治医科大学附属病院 消化器肝臓
内科より赴任致しました。一昨年度こちらで勤
務させて頂き、1年ぶりに戻ってまいりました。
消化器内科を専門としており、特に消化器内視
鏡検査・治療に力を入れて診療しております。
少しでも地域の皆様に貢献できるよう努めて
まいりますので、よろしくお願いいたします。



　この度、小浜病院外科に赴任となりました。
5年前に一旦退職し、再び小浜に戻って参りま
した。地域の皆さんの医療を担って行きたいと
思います。私の出身は、大阪は泉州貝塚で、だ
んじり祭で有名なところです。郷土の偉人は楠
木正成 公と清原和博です。話をする時は関西
弁でしか話せません。歴史好きの私には、京極
高次、酒井忠勝、梅田雲浜、杉田玄白と言った
偉人が輩出された小浜は大変魅力的な町です。
今後ともよろしくお願いします。

出身地：大阪府
趣味：映画鑑賞・ドライブ

　2021年4月より公立小浜病院へ赴任いたし
ました。地域の方の交流を大切にし、患者さん
1人1人に合った医療を提供できるよう取り組
んでまいります。よろしくお願いいたします。

 まえ だ とし き

前田 敏樹 医師

外科・消化器外科

　医師9年目になって地元小浜へ戻ってまい
りました。地域の皆様には、さらに健康で安心
な毎日を送っていただけるよう、最新の医療を
限界まで取り入れつつ最適の医療を提供でき
るよう尽力致します。末永くよろしくお願いい
たします。

 きし かず き

岸　和樹 医師

外科・消化器外科

　4月より福井県立病院から赴任しました。小
浜での勤務は2回目になります。前回は1年半
の勤務でしたがとても楽しく過ごさせてもら
いましたので、今回また勤務できることをとて
も嬉しく思います。小児科医として皆様のお力
になれるよう尽力しますのでよろしくお願い
します。

 さ の しょう た ろう

佐野 正太郎 医師

小児科
　4月より小浜病院へ勤務となりました小児科
の川浪春菜と申します。
　出身は東京で、大学生で福井へ参りました。
以来福井で生活していますが、嶺南で過ごすの
は初めてで、海がすぐそこにあり新鮮さを感じ
ています。地元ならではの事もぜひ教えてくだ
さい。地域のお子さんの健康の一助になれたら
と思います。よろしくお願いします。

 かわ なみ はる な

川浪 春菜 医師

小児科

　4月から福井大学病院より赴任しました耳鼻
咽喉科の宮﨑悠人です。
　兵庫県明石市出身で、父が福井出身であった
のもあり、大学から福井に来ました。
　嶺南地域で働くのは初めてですが、少しでも
地域の方々のお役に立てるよう精進してまい
りますので、よろしくお願いいたします。

 みや ざき ゆう と

宮﨑 悠人 医師

耳鼻咽喉科
　4月に赴任しました、研修医の大野雄太と申
します。出身は東京都で福井大学を卒業しまし
た。港町に住むのは人生初なので、砂浜でのラ
ンニングに感動しております。また魚が新鮮で
美味しく、毎日魚ばかり食べています。そんな素
敵な土地に住まわれている皆様に、微力ながら
お役に立てればと思いますので、よろしくお願
い致します。

 おお の ゆう た

大野 雄太 医師

研修医

　はじめまして! 初期臨床研修医の古月七海と
申します。出身は広島県で縁あって小浜にやっ
てきました。小浜に来て1か月美味しいお魚を
食べて小浜を満喫しています。医療者としては
まだまだひよっこですが、これから精一杯頑
張っていきたいと思っています。よろしくお願
いいたします。

 こ づき な な

古月 七海 医師

研修医
　始めまして。研修医一年目の小和田航太郎と
申します。
　福井県出身で、趣味は描画と世界のボード
ゲーム収集です。まだ医師になったばかりで、
小浜病院では日々新しい学びを経験しており
ます。至らない点があると思いますが、誠心誠
意対応して精進いたしますので、小浜の皆様、
どうぞよろしくお願いします。

 こ わ だ こう た ろう

小和田 航太郎 医師

研修医

　今年度より小浜病院で研修医として日々勉
強させて頂いております。まだまだ慣れない事
ばかりですが、小浜の皆さんが元気に過ごす手
助けになるように頑張ってまいりますのでよ
ろしくお願いいたします。

 もん ま しょう た ろう

門馬 将太郎 医師

研修医
　皆さん、ウイグル人の ヤクブ アブドゥリシ
ディ と申します。2015年に来日して、今年か
ら小浜病院で研修することになりました。
　地元はカシュガルという所です。国では大き
な砂漠がありますが、海がないので、小浜に来
て毎日海を見ることができ、すごく嬉しいです。
　中央アジアの歴史に興味があります。小浜の
おいしい魚、きれいな自然を見て感動しまし
た。皆の健康のために少しでも役に立てば嬉し
く存じます。

ヤクブ アブドゥリシディ 医師

研修医

 いい とう ひろ みつ

飯藤 弘光 医師

産婦人科

　福井市出身の吉田です。若輩者ではあります
が、小浜地区の周産期・婦人科治療に貢献でき
るよう尽力したいと思います。

 よし だ ゆう き

吉田 雄貴 医師

産婦人科

超音波診断装置 （GE社製　LOGIQ E10）

心臓超音波装置 （PHILIPS社製　EPIQ）

　超音波を利用して心臓の動き、心臓の大きさ、心臓の壁の厚さ、心臓の
中の血液の流れる速度まで調べることができる検査です。主に虚血性心疾
患、弁膜症、心筋症などの診断ができます。

今回の新しい装置では次のことが加わりました。

● 画像が鮮明になり詳細にわかるようになった。
● 心臓の壁運動のわずかな異常を短時間で数値化し計測できる。
● 三次元的に対象物を出せる機能（3D映像）

　これらの機能を使って、検査時間軽減、精度向上、検査件数増加を目指
します。検査結果は直ぐに出ますので、当日の診察や結果説明を受けてい
ただけます。検査所要時間は約10~30分、事前の食事制限はありません。

　超音波検査とは耳では聞こえないほどの高周波を利用し画像化した検査です。人体に無害・無痛な
検査で、繰り返して行えるため、どなたでも安心して病気の早期発見・経過観察に大変有効な検査で
す。体内臓器の形態や血流情報をリアルタイムで表示し、腹部消化器系疾患・血管系疾患・表在系（乳
腺・甲状腺など）疾患などを速やかに診断することが可能となります。
　当院では、最先端技術を搭載したGE社製汎用超音波診断装置の最上位機種となるLOGIQ E10を導入し、従来の装置に
比べ高画質な画像検査を提供できるようになりました。（画像①）
　さらに肝臓の硬度や減衰率を評価することが可能なアプリケーションも搭載され肝臓の硬さや脂肪肝の数値評価が可
能になり、慢性肝疾患の診断に活用しております。（画像②③）
　今回導入しました超音波診断装置を活用し、検査時間の軽減や見やすい画像による診断能の向上など、これまで以上に
皆様の健康に貢献できるよう努めてまいります。

～ 腹部（その他）超音波検査でわかる病気 ～
腹　部

・肝腫瘍 ・肝嚢胞 ・脂肪肝
・胆のう炎 ・胆石 ・胆のうポリープ
・膵腫瘍 ・脾腫 ・水腎症
・腎腫瘍 ・腎結石 ・虫垂炎
・卵巣腫瘍 ・子宮筋腫 ・膀胱腫瘍　など

乳　腺
・乳癌
・乳腺嚢胞
・繊維腺腫
・リンパ節転移
　　　　　など

頚　部
・慢性甲状腺炎
・バセドウ病
・甲状腺癌
・耳下腺腫瘍
・顎下腺腫瘍
・リンパ節炎
　　　　　など

その他
・悪性リンパ節
・大動脈瘤
・大動脈解離
・動脈硬化
・皮下脂肪腫
・ガングリオン
　　　　　など

診療放射線科　～最新鋭の検査超音波装置が導入されました～

心臓超音波検査とは

※血液が逆流する心臓の画像
　（三尖弁閉鎖不全症）です。

さんせんべんへい さ ふ ぜんしょう

画像①　限局性結節性過形成（肝臓） 画像②　肝臓の硬度を数値化 画像③　肝臓の減衰率を数値化した画像



　令和3年3月26日に開催された病院組合議会において、令和3年度予算が可決されました。

収益勘定1

資本勘定2

〈事業収益〉 84億1,571万円

外来収益
21億5,571万円
25.6%

入院収益
46億2,449万円
55.0%

■ その他医業収益
 2億9,184万円
 3.5%

■ 国・県補助金
 2,306万円
 0.3% ■ 高等看護学院収益

 1億2,942万円
 1.5%

■ 他会計補助金
 7億7,406万円
 9.2% ■ へき地医療拠点病院事業収益

 2,558万円
 0.3%

■ 長期前受金戻入
 7,833万円
 0.9%

■ 資本費繰入収益
 2億807万円
 2.5% ■ その他（医業外）

 1億515万円
 1.2%

〈事業費用〉 84億1,571万円

給与費
47億1,335万円
56.0%

材料費
16億7,136万円
19.9%

経費
9億3,247万円
11.1%

■ 減価償却費
 5億9,549万円
 7.1%

■ 高等看護学院費
 1億2,942万円
 1.5%

■ 予備費
 100万円
 0.0%

■ 資産減耗費
 1万円
 0.0%

■ へき地医療拠点病院費
 2,558万円
 0.3%

■ 統括管理費
 4,562万円
 0.5%

■ 研究研修費
 1億143万円
 1.2%

■ 医業外費用
 1億9,998万円
 2.4%

□外来収益 …………………………外来医療収入
□入院収益 …………………………入院医療収入
□その他医業収益……………文書料、室料差額、健康診断、予防接種

料等の収入
□国・県補助金…………………国、県からの運営補助金収入
□他会計補助金…………………構成市町からの運営負担金収入
□資本費繰入収益……………構成市町からの企業債（借入金）元金

償還額に対する負担金収入
□長期前受金戻入……………償却資産取得に伴う補助金額からの減

価償却額見合い分の収益化
□その他（医業外）……………財産使用料、施設利用料等の収入
□へき地医療拠点病院事業収益
　　　　　　………………………へき地巡回診療、運営補助金収入
□ 高等看護学院収益………  学生授業料、構成市町運営負担金等の

収入

□ 給与費………………………… 職員に対する、給料、手当、法定福利費、
賞与引当金等の費用  

□ 材料費………………………… 薬品、診療材料、給食材料等の購入費用
□ 経費……………………………… 電気、上下水道、賃借、委託、修繕等の費用
□ 減価償却費 ……………… 償却資産に係る減価償却費用
□ 資産減耗費 ……………… 償却資産に係る除却費用 
□ 研究研修費 ……………… 学会出張等の研究研修費用
□ 統括管理費 ……………… 病院組合事務局運営の費用
□ 医業外費用 ……………… 借入金利子返済等の費用
□ へき地医療拠点病院費
　　　　　　………………… へき地巡回診療運営に要する費用
□ 高等看護学院費……… 高等看護学院運営に要する費用
□ 予備費………………………… 使途を限定しない予備の費用

□補助金 ………………………………  国、県からの施設整備（資産購入）補助金収入
□市町負担金 ……………………  構成市町からのリース資産支払に係る負担金収入
□企業債 ………………………………施設整備（資産購入）に係る企業債（借入金）収入
□固定資産売却代金 ………  固定資産の売却収入
□修学資金貸付金返還金 ……修学資金貸付金の返還収入

□建設改良費 ………………  施設整備（資産購入）に要する費用
□企業債償還金……………  企業債（借入金）元金償還費用
□修学資金貸付金 ……  修学資金貸付費用
□予備費 …………………………  使途を限定しない予備の費用

〈資本的収入〉 6億8,423 万円 〈資本的支出〉 12億6,813万円

令和3年度小浜病院事業会計予算

〒917-8567 福井県小浜市大手町2番2号　TEL:0770（52）0990（代表）　FAX:0770（53）3745
［URL］http://www.obamahp-wakasa.jp/hospital/杉田玄白記念公立小浜病院


