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医療を通じて地域に貢献する。
地域の皆様のニーズを第一に考え、地域および会
員から支持され、信頼される病院をめざす。

私たちは、会員の開放型共同利用を通じて地域医療に奉仕し、健康管理事業を通じて健康増進
に尽力します。
私たちは、医療機関相互の連携を図り、地域全体の医療レベルの向上に努めます。
私たちは、患者様の権利を尊重し、安心して質の高い医療を受けることができるよう努めます。

今回表彰を受けたのは11名。
30年・20年・10年…今も入
社時の若さと情熱を持って仕
事に励まれている姿に感謝！！
これからも一層のご活躍を期
待しています。 おめでとうございます

平成25年４月、三原市医師会病院に医師・看護師・理学療法士等いろいろな職種の職員が入りました。
地域の医療に貢献するため、仕事に前向きに頑張りますのでよろしくお願い致します。

永年勤続表彰
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　糖尿病患者さんは年々増え続けています。

2011年の厚生労働省による患者調査の概況で

は、糖尿病の総患者数は約270万人となってお

り、15年前の1996年では、糖尿病の総患者数

が約217万人であったことと比べると、その増

加には著しいものがあります。また、国民健康・

栄養調査報告では、糖尿病が強く疑われる人や

可能性を否定できない、いわゆる「予備群」が

合わせて全人口の27.1%と推計され、国民の4

人に1人以上が糖尿病かその予備群であること

が報告されています。

　この現状に対応するためには、医師だけでな

く、それぞれの専門性を活かしたチーム医療が

必要不可欠です。そのため、当院でもそれぞれ

の専門分野に則り、皆で協力して、糖尿病患者

さんの診療にあたっています。

　私たち、三原市医師会病院　糖尿病診療チー

ムは、内科医師3名、日本糖尿病療養指導士1

名、広島県糖尿病療養指導士9名からなってい

ます。

　糖尿病療養指導士とは、糖尿病治療に最も大

切な自己管理（療養）を患者さんに指導する医療

スタッフのことを言い、高度で幅広い専門知識

をもち、患者さんの糖尿病セルフケアを支援し

ます。

　この資格は、糖尿病とその療養指導全般に関

する正しい知識を持ち、患者さんに療養指導を

行うことのできる熟練した経験を有し、試験に

合格した医療スタッフに与えられるもので、当

チームでも、看護師、薬剤師、管理栄養士、理

学療法士、臨床検査技師がこの資格を有してい

ます。

　具体的には、定期的に行っている糖尿病教室

や、糖尿病教育入院の際の指導等があります。

　糖尿病は、初期にはほとんど症状はありませ

ん。しかし、放っておくと、全身の動脈硬化が

進んで様々な合併症を引き起こし、日常生活に

影響が出るだけでなく、命に関わる状態となっ

糖尿病診療チームの紹介
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てしまう可能性も十分にありま

す。

　そうなる前に、糖尿病と上手

に付き合うための方法を見つけ

ましょう。私たち糖尿病診療

チームは、そのお手伝いの役割

を担っています。

　初めて糖尿病と診断された方

や、治療をしてもなかなか血糖

が下がらない方、また治療はし

ているけど、あまり糖尿病のこ

とをよくわかっていないという

方は、ぜひ教育入院や糖尿病教

室を通して、糖尿病に関して理

解を深め、一緒に適切な治療を

行っていきましょう。

　糖尿病教育入院は、かかりつ

けの先生からの紹介が必要とな

ります。血糖がなかなか下がら

ない、一度入院をして糖尿病に

ついて詳しく知ってみたいとい

う方は、かかりつけの先生に相

談をしてみてください。

　また、今年度の糖尿病教室は

下記の通り３回行う予定となっ

ています。実際に食事をみたり、

体を動かしたりと、その日から

実践できるような内容で行いま

す。糖尿病患者さんはもちろん、

その家族の方でも構いません。

患者さん・ご家族の積極的な参

加を、お待ちしています。

６月：糖尿病の基礎知識（内科医師）
　　　すぐ分かる家庭でできる糖尿病食（管理栄養士）
10月：こわい低血糖（看護師）
　　　運動療法～日常生活にちょっとプラス～（理学療法士）
２月：上手な間食と外食のとり方（管理栄養士）
　　　知って納得！薬のお話（薬剤師）
　　　糖尿病の検査について（臨床検査技師）



　

三原市医師会病院広報誌　第23号

４階病棟
　４階病棟は、看護師29名（内休職中４名）、看護助手４名、看護学生２名、総勢35名のスタッフで

頑張っています。平均年齢30代…すこ〜し若めなスタッフです。

　４階は主に呼吸器疾患中心の病棟ですが、寝たきりで介護度の高い患者様が多いというのが最近

の特徴です。少し若めの私達には体力的には大変ですが、みんなで明るく！楽しく！安全に！！仕事

を頑張っています。

　それでは、ほんの一部のスタッフですが、ちょっと紹介したいと思います。

４階病棟のK師長さん
時々？頭からニョキっと角がはえます

が、本当はやさしい師長さんです。

S主任さん
身体はとっても小さいですが…とって

も元気で、楽しく、やさしい主任さん

です。とっても小さいですが、３人の

子どもの母ちゃんです。

Ｈ主任さん
見た目はちょっと怖そうですが…話せ

ば本当は楽しく、よく笑う主任さんで

す。とっても頼りになります。

４階の育メン…Ｍくん
実は実は！！！

医師会病院が開業して初めて男性職員

が育児休暇をとりました。

休暇中、子どものお弁当も頑張って

作っていました。
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新人育メン…Ｍくん
（さきほどのＭくんとは別人です）

最近、パパになりました。緊張すると

お腹が痛くなりますが（笑）、子どもの

ためにしっかり働きます。

高看生のＴさん
一児の母です。母・学生・社会人…

がんばってます。

頑張り屋さんのＮさん
仕事の役に立つようにと頑張っていろ

んな資格を取得しています。
勤続10年目に入りました。

ベテラン看護助手のＡさん
おっとりしてみえますが、仕事はチャ

キチャキこなしています。妊婦で頑張るＹさん
３人目の赤ちゃんと共に仕事頑張って

ます。

だんご３兄弟の母　Ｔさん
３回目の育児休暇明けです。３人の子

どもを育てながら仕事頑張ります。

…只今、うらしま太郎状態です。

４階病棟３人目の育メンＭくん
体はとてもごっついですが、やさしい

心の持ち主です。

若手ホープ　Ｈさん
買ったばかりの車を初日にこすってし

まったり、少〜しドジなところもあり

ますが、仕事は慎重に頑張っています。

育メン・育ウーマン！？の多い職場です。一部のスタッフし
か紹介できずとても残念ですが、他にもとても素晴らしい
スタッフがたくさんいます。皆さん！！どんなスタッフがい
るのか気になりましたら、遊びに来てみてください（笑）



患者様の権利
患者様は十分な説明を受けた後、治療法
を選択する権利があります。

患者様は個人情報やプライバシーが守ら
れる権利があります。

患者様は診療情報を共有する目的で診療
記録の開示を求める権利があります。

3 情報を知る権利

4 自己決定の権利

5 秘密保持に関する権利

6 診療記録の開示を求める権利

1

2

患者様はだれもが差別なく適切な治療を
受ける権利があります。
　
患者様は人格（人間の尊厳）を尊重された
医療を受ける権利があります。

患者様は治療や症状について十分な説明
を受ける権利があります。

良質の医療を受ける権利

尊厳性への権利

診療体制一覧表

内　　科

外　　科
手 術 日

整形外科
手 術 日

月 火 水 木 金 土

● ● ● ●

●● ●

透 　 析

平本博文 奥崎　健 川﨑広平 奥崎　健 江草玄太郎 奥崎　健

佐藤幸雄 右近　圭 吉山知幸 佐藤幸雄 吉山知幸 右近　圭

安原愼治 安原愼治 休診日 安原愼治 安原愼治 安永裕司

内 科 医
山田敬子

内 科 医
内 科 医

川岡孝一郎

内 科 医
（隔 　 週） （隔 　 週）内 科 医内 科 医

◆専門外来　毎週月曜日：呼吸器内科・奥崎　　健（14:00～16:00）
　　　　　　毎週火曜日：内　視　鏡・佐々木民人
　　　　　　　　　　　　禁　　　煙・平本　博文（15:00～16:00）
　　　　　　毎週水曜日：呼吸器内科・奥崎　　健（14:00～15:30）
　　　　　　毎週木曜日：神 経 内 科・久保　智司
　　　　　　　　　　　　糖尿病内科・米田　真康（13:00～16:00）
　　　　　　毎週金曜日：循環器内科・土肥　由裕
　　　　　　　　　　　　呼吸器外科・岡田　守人
　　　　　　　　　　　　肛　門　科・佐藤　幸雄（14:00～15:00）
　　　　　　毎週土曜日：整 形 外 科・安永　裕司
　　　　　　　　　　　　泌 尿 器 科・広大派遣医師
　　　　　　　　　　　　乳　腺　科・角舎　学行（第1・3）
　　　　　　　　　　　　 吉山　知幸（第2・4・5）

◆外来受付／
 午前  8：30～12：00

◆休診日／
 日曜、祝日、8月14日・15日
 年末年始（12月29日～1月3日）

受付時間／休診日

休日診療時間

◆内科・外科
 平日／17：30～翌8：30、
 日・祝日／8：30～翌8：30

◆小　児　科
 月～金（祝日を除く）／
　　　　　19：00～22：00
 （但し、8月14・15日、12月29日～1月3日は休診）

◆小　児　科
 月～金（祝日を除く）／
　　　　　19：00～22：00
 （但し、8月14・15日、12月29日～1月3日は休診）

患者さまに関する相談や
当院に対するご意見、ご要望が
ございましたら、お気軽に

1階相談窓口にお申し出ください。
　　　　　　　　　　　　　  病院長

医療サービス向上のため、各階に患者さまの声を聞

く投書箱を設けております。「患者さまの声」をお聞

かせください。回答は1階ロビーに掲示させていただ

きます。

患者さまの声

※休診日には、院内併設の三原市
医師会休日夜間急患診療所で診
療しております。
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