✿病

院 理 念

✿新任医師紹介
皮膚科 日隈医師
泌尿器科 高山医師

恵愛 ・ 信頼 ・ 貢献

✿基

本 方 針

私たちは，恵愛を以って地域医療への積極的参加
を信条とし，医療機関としての社会的信頼を得る
よう誠意ある行動と，人々の健康を通じて豊かな
人間生活の向上に貢献いたします。

✿部署紹介
地域医療連携室

✿伝言板
病院祭
市民公開講座
出張糖尿病教室

✿トピックニュース 1

✿トピックニュース 2
医師会看護職研修会
大分滅菌および感染対策研究会

✿おしえて！鎗水せんせい
糖尿病講座シリーズ⑤

✿診療のご案内
✿教室のご案内
✿栄養科よりひとこと
いちごについて

骨密度測定装置を導入

撮影：藤原 岑生さん

内科･外科･整形外科･泌尿器科･麻酔科･肛門科･胃腸科

受付時間

皮膚科･呼吸器科･循環器科･形成外科･リハビリテーション科

8：30～11：30 13：00～17：00

病 床 数

153 床（一般病床 106 床 療養病床 47 床）

診療時間

指

救急･労災･更生医療

9：00～12：00 13：30～17：30

レントゲン室･CT スキャナー室･高気圧酸素治療室

日曜祝日を除く。ただし救急

MRI 室･体外衝撃波結石破砕装置･人工透析センター

の場合は随時受け付けます。

診 療 科

定

医療設備

ハーバード浴室･温泉浴室
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1 月より，月・水・木の午前中
に勤務しております。
私は青森県の出身で，10 年前に
主人の地元の大分に参りました
が，別府はまだよく知りませんの
で教えていただきたいです。どう
ぞよろしくお願いいたします。
4 月より勤務しております。

日本泌尿器科学会認定医

1 月より，中村洋介副院長以下，看護師 1 名

約 9 年ぶりの当院での勤務とな

医療ソーシャルワーカー3 名，事務員 1 名の体

り大変懐かしく感じると共に，身

制で，在宅復帰や転院・退院のお手伝いをさせ

の引き締まる想いです。診療では

ていただいています。安心して療養ができるよ

患者さまの立場に応じた医療を

うに患者さまやご家族に，介護保険をはじめ福

提供できればと思っています。ど

祉制度についてもご紹介しています。どうぞよ

うぞよろしくお願いいたします。

ろしくお願いいたします。

骨に『す』が入り，腰痛や骨折の原因となる『骨そし
ょう症』。その診断には，正確な骨密度測定による早期
発見がとても大切です。当院では平成 2０年１２月より
最新の骨密度測定装置を導入し，正確かつ安全に，骨そ
しょう症の診断を行えるようになりました。検査時間は
５分程度です。ご希望の方は医師にご相談ください。
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感染管理認定看護師の奥です。当院では，患者
さまの安全と安心を常に思い，感染対策チームの
メンバーとともに日々感染予防に努力していま
す。外来フロアーの健康教室では，インフルエン
ザや感染性胃腸炎の流行時期に，通院患者さまへ
の指導も行っています。

2 月 14 日に医師会で「看護研究発表会」が開

2 月 14 日に大分コンパルホールで開催された

催されました。4 病棟萱島看護師が，『看護職の

研究会では，講師を務めさせていただきました。

とらえる「死後のケア」の実態調査』について発

（写真）他の医療介護施設の方々にも感染の勉強

表，3 病棟笠井看護師長が初の座長を経験しまし

をしていただけるようこの研究会を開催，お手伝

た。参加者からはたくさんの質問をいただき活発

いさせていただいています。これからも当院の理

な意見交換ができました。今後もこのような会に

念である「恵愛・信頼・貢献」をモットーに，地

は積極的に参加して学びを得るとともに，他施設

域の皆さまが安心できる医療の提供に努めてい

の方々との交流を深めたいと思います。

きたいと思います。よろしくお願いいたします。

日本糖尿病学会専門医・研修指導医
日本内科学会認定内科医・認定内科専門医

ひさしぶりに糖尿病の勉強です。では，はじめましょう !
糖尿病は，まじめに治療をしないと・・・糖尿病の合併症で苦しみながら
長生きする !!・・・ことは，今までの「かわらばん」を読んできた方にはよくわかっていただけ
たと思います。もう少し糖尿病をよくしたほうがいいかなぁと思っているあなた，糖尿病だけで
も専門病院で治療を始めませんか !? HbA1c が 6.5 %をこえている人は特に！です。他の病院
にかかっていても，糖尿病だけ専門病院で治療することもできます。「血圧は×××病院でみて
もらっているけど，糖尿病だけ中村病院で治療してほしい」や，「一度糖尿病の検査をして欲し
い」と言ってもらってかまいません。糖尿病の治療はのんびりだけど，前向きに，やすみなく，
一生続けましょう。運動も一人で歩くと長続きしない，三日坊主になってしまうことがあります。
糖尿病治療も同じです。ここには「糖尿病仲間」がいっぱいいますので，
はげましあっていきましょう。
一度は専門病院の糖尿病外来に行ってみませんか !?
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禁煙(ニコチン依存症)外来を行っております。お気軽にご相談ください。
理事長の診察は，月～金まで終日受けられます。
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診療医，診療日が変更になることがあります。
手術・学会等により変更になることがあります。
泌尿器科は午後から手術となりますので，診察をお待たせすることもあります。

時 間／11：00 ～ 11：30（栄養相談は 10：30～11：00）
場 所／中村病院 1 階待合室

日程

テーマ

日程

テーマ

４月 ７日（火） 薬の飲み合わせ／栄養相談

５月２６日（火） 糖尿病教室

４月１４日（火） 糖尿病教室

６月

２日（火） 骨粗鬆症(手首の関節)／栄養相談

４月２１日（火） 検査データの見方

６月

９日（火） 糖尿病教室

４月２８日（火） 糖尿病教室

６月１６日（火） 特定健診について

５月１２日（火） 糖尿病教室／栄養相談

６月２３日（火） 糖尿病教室

５月１９日（火） 頻尿について

６月３０日（火） 食中毒について
糖尿病教室が第２・第４火曜日に変更となりました。
．．．．．．．．．．．．
水曜日は行っておりませんのでご注意ください！

テーマが変更になることがあります。ご了承ください。

✤権利擁護とプライバシーの保護を受ける権利
✤良質な医療を平等に受ける権利
✤自己決定権
✤知る権利
✤十分に理解できるまで質問する責務
✤他の患者様の治療や医療スタッフの業務に支障
を与えないようにする責務
✤受けた医療に対し対価を速やかに支払う責務
✤自分の健康に関する情報を正確に伝える責務

医療法人恵愛会 中村病院
〒874-0937

大分県別府市秋葉町 8 番 24 号

TEL 0977･23･3121(代表) FAX 0977･26･4083
URL http：//www.nakamura-med.or.jp
▼『かわらばん』へのご意見・ご感想はこちらまで

E-mail：webmaster@nakamura-med.or.jp
だんだんと暖かくなり，過ごしやすい気候となりました。
私は，今年の春こそ冬の間に蓄えた脂肪を燃焼するため，ウォーキング
を始めたいと考えています。しかし「始めるは易し，続けるは難し」で
すから，いつまで続くことやら・・・。

（M.E.）

酒本 貞昭
安部 智美

藤川 桂子 江藤 雅彰 甲斐 恵子
山田 和美 <以上 広報委員会>

