
佐伯中央病院
広報誌
No.３１

2019

秋

佐伯中央病院
理念

患者様に視点をおき
心のかよう思いやりのある
医療を提供します。

専門的技術を生かし
より効果的な医療を追求します。

地域と共に歩み
医療を通して

地域文化の発展に貢献します。

あなたを必要としている
「場所」 がここにあります

お問合せ：佐伯中央病院 人事労務課 0972-22-8846

いっしょに働きませんか？

研修支援・資格取得支援もありスキルアップしていくことができます。
随時見学・面接を行っていますので、いつでもご相談ください！

日勤のみでも応相談

（一例） 19.8万円/月～ ※介護施設（鶴見の太陽）の場合

基本給 16.1万円 ＋ 夜勤手当（5.5千円×4回） ＋ 通勤手当等

＋ 処遇改善手当・特定処遇改善手当（1.5万円）

勤務地 佐伯中央病院・鶴見の太陽
彦岳の太陽・佐伯の太陽

募集中

准看護師

看護補助(ケアメイト)・介護職員

時給 840円〜 ＋通勤手当等

看護補助(ケアメイト) パート

（一例） 25.2万円/月～

基本給 20.8万円 ＋ 夜勤手当（1.1万円×4回） ＋ 通勤手当等

（一例） 31.2万円/月～

基本給 26.4万円 ＋ 夜勤手当（1.2万円×4回） ＋ 通勤手当等

※給与一例は月に4回の夜勤をした場合の例示です

看護師

佐伯中央病院　外来診療担当表 　　　※都合により診療⽇程が変更になることがあります

月曜⽇ 火曜⽇ 水曜⽇ 木曜⽇ ⾦曜⽇ 土曜⽇

午前
⼩寺隆　　 若杉健三
伊藤威之 ⼩寺隆元　⼩野剛志

若杉健三　⼩寺隆元
伊藤威之 ⼩寺隆元　⼩野剛志 伊藤威之　⼩野剛志

⼩寺隆元　伊藤威之
⼩寺愛子

午後 伊藤威之 宮本昇太郎 ⼩寺隆元 ⼩寺隆元 伊藤威之 ⽇直医師

午前 【麻酔】内山剛

【糖尿病】宮本昇太郎

【呼吸器】宮島佳子
　　　　　　　※9:30~13:00
　　　　　　　※第2・4週

【労　 災】⼩寺隆
【消化器】⼩坂聡太郎

【呼吸器】宮島佳子
　　　　　　　※9:30~13:00

【皮膚科】
大分大学皮膚科　第2週
　　　　　　　※9:00~13:00
中田京子　　　　　　 第4週
　　　　　　　※9:00~15:00

【循環器】吉良晋太朗

【循環器】
室園祐吉　※第2週
栁井陽介　※第4週

【心臓血管外科】
⼩寺愛子
【心療内科】(認知症外来)
松下卓郎　※第2・4週

午後 ー 【糖尿病】宮本昇太郎

【消化器】
⼩坂聡太郎
【心療内科】(認知症外来)
松下卓郎　※第1・3週

【緩和ケア】
⼩野剛志　※予約制

【肺 が ん】
岡本龍郎　※第2週

【循環器】吉良晋太朗

【眼　 科】元村憲文
　　　　　　　　※14〜17時

ー

午前 高山健吾　⼩寺隆三 ⼩寺隆三　中村雅彦 高山健吾　⼩寺隆三
高山健吾
野⾕尚樹　   ⾦崎彰三
※第1・3・5週　  ※第2・4
週
　 

高山健吾　⼩寺隆三

高山健吾　※第2・4週
⼩寺隆三
【スポーツ整形】
松本英彦

午後 中村雅彦 中村雅彦 中村雅彦 中村雅彦 中村雅彦 ー

午前 森田能弘 ー 森田能弘 森田能弘 森田能弘 ー

午後 ー ー ー ー ー ー

午前 ー ー ー ー 清永麻紀　※第1〜4週

午後 ー ー ー ー ー

⼩寺隆元　内山剛 ⼩寺隆元 ⼩坂聡太郎 ⼩寺隆元 ⼩寺隆元
⼩寺隆元
⼩野敏嗣　　 ※不定期
大塚雄⼀郎　※月1回

松本俊郎　※第1週

内視鏡検査

放射線科
（読影）

総合診療

専門外来

整形外科

脳神経外科



年末年始 診療日程

胃・大腸カメラ 実施中!
内視鏡指導医（小寺隆元先生）を中心に
年間１５００件の内視鏡検査を実施中。

痛みの少ない検査法により、患者様の
負担を減らす診断・治療に努めています。

年末年始 診療体制

少しでも異変があれば内視鏡の拡大機能で胃がん・大腸がんを
早期発見・早期治療します。（小さなポリープの場合、日帰りも可能）

胃がん 部位別がん死亡数

男性 ２位
女性 ３位

大腸がん 部位別がん死亡数

男性 ３位
女性 １位

※胃カメラ・大腸カメラの同日検査も可能です

介護職員初任者研修

午前 午後 夜間

12/27 金 通常診療 通常診療 小寺 隆元先生（総合診療）

12/28 土 整形当番 通常診療 森 達哉先生   （整形外科） 森 達哉先生   （整形外科）

12/29 日 整形当番 鍋島 央先生   （整形外科） 鍋島 央先生   （整形外科） 鍋島 央先生   （整形外科）

12/30 月 整形当番 通常診療 通常診療 小寺 隆三先生（整形外科）

12/31 火 整形当番 小寺 隆三先生（整形外科） 小寺 隆三先生（整形外科） 小寺 隆三先生（整形外科）

1/1 水 祝祭日当番 小寺 隆元先生（総合診療） 小寺 隆元先生（総合診療） 小寺 隆元先生（総合診療）

1/2 木 小野 剛志先生（総合診療） 小野 剛志先生（総合診療） 小野 剛志先生（総合診療）

1/3 金 佐藤 大志先生（整形外科） 佐藤 大志先生（整形外科） 佐藤 大志先生（整形外科）

1/4 土 通常診療 内山 剛先生   （総合診療） 内山 剛先生   （総合診療）

1/5 日 小寺 隆元先生（総合診療） 小寺 隆元先生（総合診療） 小寺 隆元先生（総合診療）

年末年始も安心しておかかりいただけます。


