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５つの基本方針 特集 新任医師の紹介

１.地域の視点に立った信頼される医療を目指します。
２.安全性が保障された質の高い医療を追求します。
３.地域の医療機関や福祉施設との連携を進めます。
４.活力に溢れ、誇りを生み出す組織風土を醸成します。
５.公営企業として、経営の健全化に努めます。

［掲載項目］

① 表紙《病院原風景》

② 新任医師の紹介

③ 看護の日

④ 備蓄食料について

⑤ こんにちは あかちゃん

⑥ 当院からのお知らせ

特　集

栄 養 科看護の日

被災地支援

５月生まれ



医療センターだより よしぶえ　NEWS LETTER

泌尿器科

岩　田　　健

　1998年、2004～2005年の2回、
当病院で勤務させていただいた
ことがあります。ご縁があって
また勤務させていただくことと
なり、感慨に浸りながら毎日を
過ごしております。近江八幡市
民のために粉骨砕身努力してまいります。
　何卒宜しくお願い申し上げます。

いわ た つよし

循環器内科

深　井　邦　剛
　近江八幡、東近江の医療に貢
献していければと思います。
　宜しくお願いします。

ふか い くに よし

産婦人科

草　場　紗智子
　半年間外の空気を吸って帰っ
てきました。産婦人科の紅一点
として頑張って参ります。
　宜しくお願い致します。

くさ ば さ ち こ

泌尿器科

萩　原　暢　久
　頼れる泌尿器科医になるべく
がんばります。

はぎ わら のぶ ひさ

循環器内科

濱　岡　哲　郎
　５年ぶりに働かせていただく
ことになりました。心虚血に加
え、不整脈治療も始めていきま
すので、宜しくお願いします。

はま おか てつ ろう

外科

石　川　達　基
　４月からこちらでお世話にな
ることになりました石川達基と
申します。新しい病院で頑張っ
て参りますのでよろしくお願い
します。

いし かわ たつ き

特 集 ！

　４月に赴任された
　　　新任医師を紹介します。



　正面玄関前一帯の新しい駐車場を「ハートフ
ル駐車場」としてご利用いただけるようになり
ました。
　この駐車場は車椅子をご利用の方をはじめ、
杖や松葉杖等をご利用の方、また妊娠後期の方
など「歩行が困難な方」がご利用いただけます。
　係員の指示に従ってご利用くださいますよう
お願いします。

ハートフル駐車場（身障者用駐車場）がオープンしました！

おしらせ

眼科

岩　﨑　圭　亮
　立派な眼科医になれるよう頑
張ります。
　よろしくお願いします。

いわ さき けい すけ

消化器内科

澤　井　裕　貴
　白鵬関は入門し４年で新入幕
となりました。2014年に医療に
入門した澤井関。白鵬のように
なれるよう四股をしっかり踏ん
でいきます。
　よろしくお願い致します。

さわ い ゆう き

放射線科

中　川　達　也
　岩井先生の後任ということで、
できる範囲で精一杯頑張ります。
　よろしくお願いします。

なか がわ たつ や

消化器内科

渡　邊　直　人
　ご迷惑かけることも多々ある
と思いますが、頑張りますので
よろしくお願いします。

わた なべ なお と

心臓血管外科

宮　下　史　寛
　この度、心臓血管外科レジデ
ントとして赴任することとなっ
た宮下です。心臓・大血管の治
療のみならず、末梢動脈や静脈
疾患まで幅広く対応したいと考
えています。
　よろしくお願いします。

みや した ふみ ひろ



《５月12日は「看護の日」です》

　５月12日は私達看護師の先輩である、ナイチンゲールの誕生日です。その日に因んで看護の日
と制定されました。５月12日を含む日曜日から土曜日を看護週間として、各施設で看護のイベン
トが開催されています。当院では、看護師で構成されている白百合会が主催し、ミニコンサート
を開催しました。演奏者を招いて、ハーモニカ演奏、当院の理学療法士によるピアノ連弾、新人
看護師によるコーラスを行い、演奏や歌声は集まってくださった方々に優しさと癒やしを与え、
穏やかなひとときを過ごすことができました。夕方には入院患者さんに、健康回復を願い、メッ
セージカードを添えて、キャンドルサービスを行いました。看護の助け合いの心が今後の社会を
支えて行ける様「看護の日のイベント」を続けて行きたいと思います。

われはここに集いたる人々の前に厳に神に誓わん
我が生涯を清く過ごし我が任務を忠実に尽くさんことを
われはすべて毒あるもの害あるものたちを
悪しき薬を用いることなくまた知りつつこれをすすめざるべし
われは我が力の限り我が任務の標準を高くせんことを努むべし
我が任務にあたりて取り扱える人々の私事のすべて
我が知り得たる一家の内事のすべて
われは人に洩らさざるべし
われは心より医師を助けわが手に託されたる人々の幸の為に身を捧げん

ナイチンゲール誓詞
ナイチンゲール
誓詞とは

　1893年アメリカの病院
看護婦学校でナイチンゲー
ルの残した功績を讃えて作
成された誓いの言葉のこと
です。
　ミニコンサートでは
新人看護師が読み
上げました。

ミニコンサートミニコンサート

キャンドル
サービス
キャンドル
サービス
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　大規模災害の発生によりライフラインがストップしてしまった･･･。
　そんな時にも入院患者さんに適切な食事を提供できるよう、当院では300食×3日分の備蓄食を保管
しています。

【どんな備蓄食を保管しているの？？】

普通の食事で問題ない患者さん向け → レトルト粥、焼き鳥やさばの味噌煮の缶詰、ふりかけや煮豆など
かむ力や飲み込む力が弱った患者さん向け → レトルト粥、ペースト状のレトルト食品、栄養価の高いゼリーなど
手術後などで固形物が食べられない患者さん向け → インスタントのスープ、栄養ドリンクなど
その他に、備蓄水や使い捨ての食器、サランラップ、粉ミルクを保管しています。
備蓄している食品は全て、賞味期限が切れる前に病院食の一部に使用しています。

【どのように提供するの？？】

　災害直後は非常電源を使用し、前もって調理し厨房で保管している食事を再加熱カートであたためて
提供します。
　その後、電気・ガス・水などが使えない状態が続く場合は、備蓄食を温めずに使い捨て食器に移して
提供します。電気・水が使える場合は、温めてからの提供となります。

　災害はいつ発生するかわかりません。一般家庭についても最低でも３日分、できれば１週間分程度の
水・食料の備蓄が推奨されています。この機会にご自宅の備蓄食を確認してみてはいかがでしょうか？

当院の備蓄食　～災害時の入院患者さんの食事～当院の備蓄食　～災害時の入院患者さんの食事～

ママからひと

こ
と

マ
マ
か

ら
ひとこと

維月
元気に産まれてきてくれ
てありがとう。

これからパパ、ママと
楽しくて幸せな毎日を
過ごそうね。

すくすく元気に大きく
育ってね。

産まれてきてくれて
ありがとう。

維月くん
（2016年５月17日生まれ・3680ｇ）

魅愛ちゃん
（2016年５月13日生まれ・2660ｇ）

つきい あみ

こんにちは　赤ちゃん
当院で生まれた赤ちゃんを紹介します！

●保護者の方から掲載希望をいただいた赤ちゃんのみ掲載しております。
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　被災者の健康レベルを維持できるように、被災地で適
切な医療・看護を提供する役割を担う看護職です。実務
経験５年以上で一定の研修を受講した看護職が都道府県
看護協会に登録されています。阪神淡路大震災後に、大
規模災害に対応するための仕組みが検討され、現在の災
害支援ナースの体制が構築されました。2016年３月時点
で、7,771人が登録されています。

　被災者の健康レベルを維持できるように、被災地で適
切な医療・看護を提供する役割を担う看護職です。実務
経験５年以上で一定の研修を受講した看護職が都道府県
看護協会に登録されています。阪神淡路大震災後に、大
規模災害に対応するための仕組みが検討され、現在の災
害支援ナースの体制が構築されました。2016年３月時点
で、7,771人が登録されています。

能登半島地震 　　　（07年3月）
新潟県中越沖地震　（07年7月）
東日本大震災　　　（11年3月）
広島市豪雨土砂災害（14年8月）
茨城県豪雨災害　　（15年9月）
　　　　　　　　　　　　　など。

能登半島地震 　　　（07年3月）
新潟県中越沖地震　（07年7月）
東日本大震災　　　（11年3月）
広島市豪雨土砂災害（14年8月）
茨城県豪雨災害　　（15年9月）
　　　　　　　　　　　　　など。

　公益社団法人看護協会は、熊本地震の発生に伴い、４月29日より関東、近畿地方
と山口県看護協会の災害支援ナースを派遣しました。３泊４日を１行程とし、１行
程32名の看護師が派遣され、熊本市・宇城市・阿蘇市・嘉島町・大津町・甲佐町・
御船町・益城町・南阿蘇村・西原村の避難所14カ所で支援を行いました。
　当院手術部の加藤守看護師も平成28年５月２日～５日までの４日間、熊本県益城
郡御船町の御船中学校などの避難所で被災者支援活動を行いました。
加藤看護師は避難所に24時間常駐しながら
 ● 血圧などのバイタル測定による健康チェック
 ● 何か支援が必要な方への聞き取り調査
 ● 避難所に来られた救護班へ介護保険の状況など
　　の問題点を情報提供
 ● トイレ掃除の方法などをボランティアさんや
　　役場の職員さんに指導
などといった多彩なことを行われていました。

近江八幡市立総合医療センター
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町 1379番地
 TEL 0748-33-3151　FAX 0748-33-4877
 http://kenkou1.com/
＊病院へのご意見・ご質問をお寄せください。
　　　　　　　　発行：広報プロジェクトチーム

当センターで医療を受けられる方の権利
１.人権が尊重され、良質で適切かつ安全な医療を、平等・公正に受ける
　 ことができます。
２.自分の受ける医療について説明を受け、検査や治療方法などを自分で
　 選ぶことができます。
３.診断や治療について、他の医師の意見(セカンドオピニオン)を求める
　 ことができます。
４.診療情報の提供、又は診療記録の開示を求めることができます。
５.診療上の個人情報やプライバシーが守られる権利があります。

平成28年４月熊本　地震で被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

手術部所属の加藤守看護師が災害支援ナースとして被災地支援

加　藤　 守　看護師

「災害支援ナース」とは 災害支援ナースの派遣実実績


