❄病

院 理 念

恵愛 ・ 信頼 ・ 貢献

❄新年のごあいさつ
❄伝言板
出張糖尿病講座
外来診察日が予約制に
インフルエンザ予防接種

❄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。

❄トピックニュース 1
入退院窓口を開設
特定健診
新機器を導入

❄トピックニュース 2
中学生 職場体験学習活動
クリスマス演奏会

❄おしえて！鎗水せんせい
糖尿病講座シリーズ④

❄診療のご案内
❄教室のご案内
❄栄養科よりひとこと
春の七草がゆ

撮影：酒本 貞昭

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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診察が必要な方へは，お帰りの際に次回の診察日を記し

た『予約票』をお渡ししていますので，なるべく予約日

に来院くださいますよう，ご協力をお願いいたします。

なお，予約をしていないので診察はできないということ

ではありませんのでご心配は不要です。

入院をされる患者様

や家族の方へのご説

明，退院会計，面会の

方への病棟のご案内を

させていただいており

ます。お気軽にお越し

ください。

新年明けまして
おめでとうございます。
皆様には健やかな新年をお
迎えのことと心からお慶び申
し上げます。
昨年は，世界的な金融破綻に
より暗いニュースばかりが連
日報道され，底の見えない経済
情勢となっております。
当院では，「患者様と医療従
事者が，お互いこころを密に通
わせ，お互いを尊敬し合える」
病院づくりを目指し，人と人と
の「絆」を大切にし，地域医療
に貢献していきたいと考えて
おります。職員一同，病院理
念・病院基本方針を胸に，更な
る向上、発展に努めて参りたい
と存じます。
本年もどうぞよろしくお願
い申し上げます。
外来診察日の予約制度を開始しています。引き続きご
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12 月２日から４日の 3 日間，大分大学教育学

12 月 18 日，第 19 回クリスマス演奏会が催

部付属中学校 1 年生 4 名が，当院で「職場体験

されました。昨年も大好評だった「氷川きよしシ

学習活動」を行いました。病院で働く専門職者（薬

ョー」や，医事課による「ハンドベル演奏」など

剤師・看護師・栄養士・理学療法士・臨床工学技

盛りだくさんの内容でした。入院患者様や遠方か

士・放射線技師）と共に半日間行動する中で，働

らお越しの方々，皆さん楽しんでいただけたよう

くことの大変さややりがいを感じ，将来“医療職

で，手拍子やアンコール！の声援もあり，大盛況

をめざす”という夢が更に強くなったようです。

の演奏会になりました。

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

では，今回も気軽に勉強を始めましょう。
これまでも糖尿病治療のお話をしてきましたが，今回は糖尿病手帳のお話です。
糖尿病をちゃんとみてくれる病院では，必ず糖尿病手帳をくれます。あなたは病院から糖尿病手帳をもらって
いますか？手帳はもらうだけでなく，中に検査結果をちゃんと書いてもらっていますか？「糖尿病は病気」です。
病気ですから，軽くなったり重くなったりします。これを患者さん本人と先生にわかりやすくしたのがこの手帳
で，これまでの治療状態や，あなたがどれだけまじめにやってきたかの記録でもあります。診察のたびに必ず持
って行き，その日の HbA1c と血糖の数字を書いてもらいましょう。HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)は，過
去 1～２ヵ月間の血糖コントロールの程度を表しますので，この数字が非常に大事で，これによってお薬が変わ
ります。その日の結果を必ずきいて帰ってください。合併症を防ぐために，HbA1c は 6.4 %以下を目標にしま
すが，できるだけ低いほうがよいです。できれば 5.7 以下になるとよいです。
「6.4 以下になったらいいなぁ」
と思っているだけではだめで，目標の 6.4 以下は必ず達成しなくてはいけません。さぁ，
血糖コントロールをよくして，「楽しい生活」の第一歩を始めましょう。
それではみなさん，糖尿病友達を誘って中村病院においでください。お待ちしています。
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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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手術・学会等により変更になることがあります。
診療医，診療日が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
場 所／中村病院 1 階待合室

日程
１月

テーマ

６日（火） ふせごう嘔吐下痢症／栄養相談

日程

テーマ

２月２４日（火） 糖尿病教室

１月１３日（火） 糖尿病教室

３月

１月２０日（火） 不眠症の薬について

３月１０日（火） 糖尿病教室

１月２７日（火） 糖尿病教室

３月１７日（火） 一人で出来る老化防止のための運動

２月

３月２４日（火） 糖尿病教室

３日（火） 入院から在宅へ／栄養相談

２月１０日（火） 糖尿病教室

３日（火） がん検診の方法／栄養相談

３月３１日（火） 正しいダイエットの方法

２月１７日（火） 花粉症
テーマが変更になることがあります。ご了承ください。

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！

✤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

新年あけましておめでとうございます。
平成２０年は不況社会，政治の乱れとあわただしく過ぎ去って
いきました。
今年は丑年。平和でおだやかな一年でありますようにと神様に
お願いしました。皆さまはどんなお願いをしましたか？（K.U）

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>

