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　長生病院は山武長生夷隅医療圏の基幹病院としての機能を担っています。当院の内科は病院
ホームページに掲げていますように地域医療、総合診療の内科、多職種連携の治療を目指してい
ます。
　「地域医療」では救急搬送患者様の受け入れや、近隣医療機関からの入院・検査の依頼に対応
しています。また、退院後の通院あるいは転院先の医療機関の紹介などについてもきめ細かく対
応しています。ここ数年の新型コロナに対する取り組みとしては、平日午前中の発熱外来や、コ
ロナ患者様の入院病床を開設して千葉県や長生保健所からの入院要請にこたえています。
　「総合診療の内科」はあらゆる内科領域の患者様の受診に対応し、当院で診断・治療が完結で
きない場合には適切な専門施設を紹介します。現在内科には６名の医師が常勤しており、各人が
内科全般の診療をしていますが、循環器、糖尿病、消化器、呼吸器の疾患に関してはおもに専門
分野の医師が対応あるいは協力して診療にあたっています。また膠原病・リウマチ内科、脳神経
内科疾患にはそれぞれ非常勤の専門医により診療を行なっています。お気軽にご相談ください。
　「多職種連携の治療」はケアを提供する際に、職種ごとの役割分担を発揮したチーム医療で対
応することです。たとえば患者様への薬の説明など薬剤師の積極的な協力を生かして診療が行わ
れていますし、エックス線検査、血液検査、病理検査などにかかわる技師との連携が迅速な診断
につながっています。また栄養状態の向上のための取り組み、感染症対策や褥瘡ケア、リハビリ
テーション、転院施設の選択などについて、医師、看護師、薬剤師、理学療法士、栄養士などで
構成するそれぞれの専門チームによる活動を通して、全職員が患者様一人一人の問題を解決する
という目標のもとに連携して力を発揮しています。

診療内容について
　人間ドック、胃カメラ、大腸カメラのなど検査や、ピロリ菌検査・除菌なども行っています。
また胃カメラや大腸カメラを用いたがん治療も行っています。肺炎球菌ワクチン、帯状疱疹ワク
チン、風疹などのワクチン接種も内科で行っています。ただし新型コロナワクチン接種について
は大規模な長期戦であり、令和3年のピーク時には、毎日360人に接種するなど当院が一丸となっ
て対応しているところです。
　病気としては、高血圧、糖尿病、高脂血症、COPD、肺炎、などの患者様が大部分を占めます。
また検診で血液検査の異常、レントゲン写真の異常などが指摘された患者様の精密検査を行って
います。肺がん、胃がん、大腸がんなどが見つかることもあります。

　発熱、咳、痰、息切れ、胸痛、動悸、身体のむくみ、
全身倦怠感、下痢、便秘、血便、腹痛、食欲不振、吐き
気、体重減少、手足のしびれ、意欲の低下などの症状が
あればまずは内科を受診してください。

当院の内科診療について



常勤看護師募集について

〇職 種　　看護師　常勤職員
〇業務内容　　病棟看護業務（交代制勤務）
〇募集人数　　５名程度
〇応募資格　　�看護師の資格を有している方で３５歳位まで、�

又は令和 5年 4月までに看護師の資格取得見込の方

〇勤 務　　勤務場所　公立長生病院　茂原市本納２７７７
　　　　　　　勤 務 日　４週８休勤務体制
　　　　　　　休 日 等　�土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇（７日）�

及び各種特別休暇制度
　　　　　　　勤務時間　日勤　８時３０分〜１７時１５分　（７時間４５分勤務）
　　　　　　　　　　　　夜勤　２交代　１６時３０分〜翌日９時
　　　　　　　　　　　　夜勤　３交代　準夜１６時３０分〜翌日１時１５分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深夜０時３０分〜９時１５分

〇待 遇　　身 分　地方公務員となります
　　　　　　　初 任 給　４ 大 卒　２３９，８７８円（地域手当６％込み）※前歴換算あり
　　　　　　　　　　　　短大３卒　２３３，９４２円（地域手当６％込み）※前歴換算あり
　　　　　　　手 当　�扶養手当、通勤手当、住居手当、夜間看護手当、夜間勤務手当�

及び時間外勤務手当
　　　　　　　賞 与　年間 4. ３月分（６月及び１２月）
　　　　　　　昇 給　年１回　１月１日
　　　　　　　有給休暇　年２０日付与
　　　　　　　社会保険　千葉県市町村職員共済組合
　　　　　　　退 職 金　退職手当制度あり（勤務１年以上）

〇採 用 日　　令和４年７月１日以降（資格取得見込の方は令和 5年 4月 1日）

〇応募方法　　�電話連絡のうえ次の書類を当院総務課まで郵送してください。�
書類：履歴書（市販のものでよい）（写真貼付）、看護師の免許証の写し。�
資格取得見込の方は履歴書のほか卒業見込み証明書、成績証明書。

〇試 験 日　　随時実施します（資格取得見込の方は 8月中）

〇応募締切　　応募相当数に達するまで（資格取得見込みの方は 7月 31日まで）

〇問い合わせ先
　（書類提出先）　〒２９９－４１９２　千葉県茂原市本納２７７７
　　　　　　　　　　　　　　　　　　公立長生病院　総務課　庶務係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎０４７５－３４－２１２１（代表）

令和４年７月１日



外 来 医 師 担 当 表

曜日科目 月 火 水 木 金

内 科
午前

１診 桐　谷 桐　谷 ☆末　石
リウマチ・膠原病 桐　谷

２診 河　野 河　野 室　屋 大久保 河　野

３診 大久保 山　本 山　本 鈴　木 山　本

４診 室　屋 大久保 ※第1・3・5週
☆非常勤医師 ☆井　桁 室　屋

５診 鈴　木 ☆酒　井 ☆千　葉

午後 予約診療 ※第２・４週
☆宮崎（循環器）

脳神経内科 午前 ☆鵜沢（内科外来）
※受付11時まで

☆古　本
（整形外科外来）

外 科
午前

１診 阿　部 阿　部 阿　部 阿　部 阿　部

２診
※第1・3週
水　内

水　内 水　内 水　内 水　内
※第2・4週
☆岡　田

３診
※第１・３週
☆当　間
（乳腺外科）

午後 予約診療 緩和ケア外来 緩和ケア外来

婦 人 科 午後 14時半～
（受付８時～ 16時）

☆伊地知
注１

☆伊地知
注１

整 形 外 科 午前

１診 小　野 小　野
※第１・３・５週
☆肩外来
（完全予約制）

小　野

２診 丸　田 小笠原 小笠原 丸　田

３診 土　岐 土　岐 丸　田 船　石

４診 船　石 土　岐

小 児 科
午前

１診 富　山 富　山 富　山 富　山 富　山

２診 野　中 野　中 野　中 野　中 野　中

午後 完全予約制 野　中
（予防接種）

富　山
（予防接種）

※第１・3・５週
富　山

（乳児健診）

皮 膚 科 午前 河　原

眼 科 午前
１診 ☆遠　山

（完全予約制）
※第２週
☆茂　田
（完全予約制）

２診 水鳥川 水鳥川 水鳥川 水鳥川

脳神経外科
午前 ☆脇　田 野　本 野　本 野　本

（新患のみ） ☆西　野

午後 野　本
（脳ドック）

泌 尿 器 科 午前

１診（午前） 佐々木 ☆濱　野 佐　藤 佐々木 佐々木
（完全予約制）

２診（午前） 佐　藤 ☆非常勤医師 ☆芳　生

３診（午前） 佐　藤

耳鼻咽喉科 午前 吉　岡 吉　岡 吉　岡 吉　岡 ☆須　藤

【外来受付時間】８：00～ 11：30
都合により担当医が変更になる場合もございますので、詳細については受付までご確認ください。
☆印は非常勤医師です。脳神経内科の（　）は診療場所です。
注１診察開始時間は14時30分～（受付時間：８時00分～ 16時00分）となります。
※受診時はお薬手帳をお持ち下さい。

� 令和４年７月１日現在




