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氏名：松本 忍（医師） 

年齢：不詳 

趣味・特技：意外と家庭的です。試行錯誤しながら料理

をチャレンジしています♡お裁縫もやります。洗濯、掃

除も可です。（←病棟スタッフより） 

自己アピール：几帳面で患者さんサイドに立って 

寄り添うDr.です。（←病棟スタッフより） 

＊病棟スタッフより 

お茶目でとても優しいお父さんみたいな存在です。 

おやじギャグがスタッフを和ませてくれます。皆さん、

気軽に話しかけてください。楽しいですよ！ 

氏名：長嵜 尚子(助産師) 

年齢：永遠の２８歳（うふふ♡） 

趣味・特技：ZUMBA Cooking お掃除 

自己アピール：とりあえずダイエット 

します。 

＊病棟スタッフより 

楽しいお産大好き。 

おっぱい大好き助産師です。 

母乳育児希望の方は是非声をかけてください。 

時には優しく、時には厳しく 

ママたちのこと常に考えてくれる 

助産師さんです。 

氏名：湊 しおり（医師） 

年齢：36歳 

趣味・特技：漫画 犬猫愛でる 夫を使う 

自己アピール：最近、抗加齢学会専門医をとりました。 

英語にしたらアンチエイジング専門医です。見た目も中身

も健康的に年齢相応に老いていけることを目標にしていま

す。（見た目は相応よりちょっと若い方がいいですが…）

気になることは声をかけて下さい。 

＊病棟スタッフより 

クールビューティー！キレイすぎる！仕事も 

できる！性格は結構男前かもしれません笑  

ス・テ・キ♡ 

氏名：小西 多恵（看護師） 

年齢：ひ・み・つ 

趣味・特技：料理 お菓子づくり スノーボード 

      以前はフラダンサー 

自己アピール：歩くことが早いです。困った時は一早く

飛んでいきます。皆様の貴重な一瞬に笑顔でサポートが

出来るように努めさせて頂きます。 

＊病棟スタッフより 

以前まで手術室の師長さんだったので、テキパキ仕事が

早いです。じっくりお話を聞いてくれて、 

一緒に考えてくれて、本当に頼れる存在です。 

悩み事がある方は是非小西師長さんに相談して 

ください。 

氏名：中谷 知世（看護師） 

年齢：不詳（永遠のもち肌） 

趣味・特技：音楽鑑賞 ドライブ 大道芸 

自己アピール：国籍、年齢を問わず、笑ったり驚い

たり時には泣けて、歓声をあげたり、色々な人と特

別な時間がもてる大道芸やパフォーマンスを観にい

くことが大好き。 

＊病棟スタッフより 

いつもニコニコ、怒った顔は見たことがありませ

ん。ゆっくりと丁寧で、包容力があって、なんでも

受け止めてくれるような存在です。ぷにぷにの手で

さすられたら癒されること間違いなし。 
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氏名： 寺島 英美（助産師） 

年齢：不詳（心は少女のまま♡） 

趣味・特技：子供と一緒に工作 裁縫 料理 

自己アピール：育児と仕事に奮闘中です。産科

に約30年、助産師は約20年になります。日々患

者さまに色々学ばせてもらっています。患者様

と接するときは先輩の教えに習い「怒らず、相

手の立場にたって」寄り添う看護をモットーに

働いています。ママ・パパ・赤ちゃんたちに笑

顔の花を咲かせることができたらいいな♡と

思っております。 

＊病棟スタッフより  

どんな時も一生懸命。経験豊富でプロフェッ

ショナルな看護を提供してくれます。小さな体

に、申し訳ないと思いながら、 

ついつい頼りにしてしまいます！ 

お産＆育児 困った時は「寺島さん」と 

皆さん是非声をかけてくださいね。 

氏名：佐藤 晃代（看護師） 

年齢：不詳（バブル時代は踊ってたわぁ♡） 

趣味・特技：手芸や裁縫が得意かな。 

自己アピール：少しおっちょこちょい 

マイペースです。お母さんみたいな感じ。 

＊病棟スタッフより 

島田病院内で一番注射が上手です。佐藤さんがいるとき

は、お産は早く安産なので「お産の神様」と呼ばれてい

ます。安産希望の方は是非お腹を撫でてもらってくださ

い。 

人情味がある母のような看護師さん。 

氏名：大九 小枝子（看護師） 

年齢：不詳（学生時代はギャルです！） 

趣味・特技：ラブコメ鑑賞 YouTubeでダンスダイエット 

自己アピール：おっちょこちょいで一つの仕事をすると一

つ忘れてしまうような・・・ちょっと抜けている所もあり

ますが、真面目に仕事は頑張っています。 

笑うことが大好きです。いつもママや赤ちゃんから 

元気を沢山もらっています。好きなお笑い芸人はシソンヌ

さんです。ありがとうございます♡ 

＊病棟スタッフより 

いがいに真面目でしっかり者。寡黙に見えるが、 

実はひょうきん者♡優しく思いやりがある、 

影のリーダー的存在です。スタッフ皆が頼りに 

してます！ 

氏名：野口 佳那（事務） 

年齢：不詳（ピチピチです！） 

趣味・特技： お笑いを見ること 

自己アピール：楽しいことと食べることが 

大好きです！ 

＊病棟スタッフより 

一番若い！そしてかわいい♡ 

でもしっかり者です。 

いつも外来診察中松本先生とカーテン越しで 

会話をしています。 

先生の癒されキャラかな♡ 

氏名：名村 里穂（看護助手） 

年齢：不詳（プルプルです！） 

趣味・特技： ライブ ショッピング 映画鑑賞 

自己アピール：明るくマイペースな性格です。 

産婦人科に配属になってからまだ日が浅いですが 

患者さんと生まれてきた赤ちゃんのためにできる 

ことを一つずつ増やしていけるように頑張ります。 

＊病棟スタッフより 

いつも笑顔を絶やさず、本当に真面目 

細かいところに気を配れる方です。一生懸命勉強 

して急成長中です。 
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① 新型コロナウイルス（COVID-19）感染症対策 

 新型コロナウイルスにかからないために 

        どのような対策をすればいいですか？ 

妊婦さんだからといって他の人たちと感染しやすさが異なるわけではないので、

基本的な対策を徹底しましょう 

特に「密閉空間」「密集場所」「密閉場面」の 

３つの「密」が重なる場面は避けましょう。 

不要不急の外出を控え、家庭内や飲食店では唾液飛沫に

よる感染が増えているため、2ｍ以上の「ソーシャル

ディスタンス」を取りましょう。 

スタッフの 

感染予防 
◆手指衛生は５つのタイミングを守っています 

◆マスクと手袋をきちんと着用し、必要時防護具を適切に使用しています 

◆一処置一手袋を守っています 

◆消毒液（アルコール、次亜塩素酸液など）を用い院内のクリーンアップを定期的 

 また必要時に行っています 

◆病室内では空気清浄加湿器を設置しています 

◆患者様の検温を行い発熱、症状の有無を確認し早期発見に心がけています 

◆新型コロナウイルス感染症の情報を積極的に収集し、随時職員へ周知しています。 

◆職員は体調管理を徹底し、有症状者は自宅療養、精査をおこないます。 

手指衛生の５つのタイミング 

１．患者に触れる前  

２．清潔／無菌操作の前  

３．体液にばく露された可能性がある場合  

４．患者に触れた後  

５．患者周辺の環境に触れた後  

参考 
厚生労働省 「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対策 ~妊婦の方々へ~」  

https://www.mhlw.go.jp/content/11925000/000630988.pdf 



② 新生児聴覚スクリーニング検査助成のお知らせ 

 ２０２１年４月より新生児聴覚スクリーニング検査が 

                              公費負担になります（千葉県） 

                                                ＊神栖市は2019年4月より始まっています 

新生児聴覚検査について 

（新生児聴覚スクリーニング） 

 

生まれてくる赤ちゃんの1000人に1～2人は、生まれつき 

難聴を持つと言われています。 

生まれつきの難聴を早く発見して支援や治療を行うこと

が、赤ちゃんのコミュニケーションや言葉の発達にとても

大切です。新生児聴覚検査を受け、生まれつきの難聴を 

早く発見できると、補聴器の装用や手話の使用、人工内耳

などの様々な支援、治療を選択することができます。 

そのため、当院では生後1～2日目に自動ABR検査（自動聴

性脳幹反応）を実施しています。 

 ●助成対象検査 
  生後50日までの間に初めて受けた、新生児聴覚スクリーニング 

  自動聴性脳幹反応検査（自動ABR）、聴性脳幹反応検査（ABR）、耳音響放射検査（OAE） 

 

 ●実施主体 
  市町村 

 

 ●助成対象者 
  助成対象検査の受診日に 

   ①千葉県内（各実施市町村）に住民登録がある妊婦が出産した生後５０日以内の児 

   ②千葉県内（各実施市町村）に住民登録がある生後５０日以内の児 

 

 ●助成方法 
  現物給付方式 
   母子健康手帳別冊に「受診票」を組み込み、その受診票を受診時に医療機関に提出 

   することで検査にかかる費用を助成 

 

 ●助成金額 
  3,000円 
   検査が助成額を上回った場合の差額は、自己負担になります 
      

      ＊詳細については 各市町村、千葉県ホームページをご参照ください 

「新生児聴覚検査」について、もっと詳しい情報が知りたい場合は、千葉県のホームページをご覧ください。 

https://www.pref.chiba.lg.jp/jika/boshi/shinseijichokaku.html 

https://www.pref.chiba.lg.jp/jika/boshi/shinseijichokaku.html


③ 赤ちゃん紹介  当院で出産されました可愛い赤ちゃんを紹介いたします 

掲載を承諾いただいたご家族様、ご協力ありがとうございました。 

赤ちゃんへのメッセージは当院ＨＰ・facebookでご覧いただけます。 

連日、新型コロナウィルスのニュースで明け暮れ、当病院産婦人科においても面会制限から始

まり、様々な規制が生じてきており、以前の状況に戻れるか不透明な現状です。 

そんな日常に少しでも暖かいニュースを送りたい。また、島田総合病院産婦人科を知ってもら

いたいとの思いから、初の情報誌「ぬくもり」をお届けしました。 

タイトルの「ぬくもり」は赤ちゃんとママ・パパに寄り添った優しく温かい看護を提供したい

という思いから、スタッフ全員で考えました。 

今後も年に４回、情報誌を発行し、皆様に役立つ情報と当院で生まれた赤ちゃんを紹介してい

く予定です。 

未経験者も多く、つたない部分もありますが、力を合わせて作っていきたいと思います。 

本誌を読み、皆様の笑顔が見られますように・・  

                       次回は４月発行予定です。お楽しみに！！ （Ｈ・Ｔ） 

お子さまの健やかな成長と 

ご家族のご多幸をお祈りいたします  

ご出産おめでとうございます 

2020年 11月～12月生まれ 

八瑠（はる）ちゃん 凪翔（なぎと）くん 綾莉（あやり）ちゃん 琴葉（ことは）ちゃん ライカイナちゃん 聡大（そうた）くん 

楓（かえで）ちゃん 珠里（じゅり）ちゃん 采実（ことみ）ちゃん 

悠莉（ゆうり）ちゃん 昂樹（こうき）くん ノアちゃん 悠月（ゆづき）くん 結葵（ゆづき）ちゃん 理玖（りく）くん 

柚衣奈（ゆいな）ちゃん 琴（こと）ちゃん 唯央（いお）くん 美月（みつき）ちゃん 隼人（はやと）くん 育也（いくや）くん 

陽翔（ひなと）くん 依人（いと）ちゃん 美月（みづき）ちゃん 柊羽（しゅう）くん 颯樹（いぶき）くん 永和（とわ）くん 

侑奈（ゆうな）ちゃん 偉千（いち）くん 燈（あかり）くん 翔奏（かなた）くん 柊花（しゅうか）ちゃん 晴燈（はるひ）ちゃん 


