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基本理念 希望のある医療

高砂市民病院ニュース

平成21年10月きぼうきぼう本年６月に、患者さま満足度調査を実施しました。ご協力いただきましてありがとうございました。

結果を真摯に受け止め、よりよい病院運営のために、より一層努力してまいります。

満足度調査結果のご報告満足度調査結果のご報告

職員のあいさつは？ 職員の説明は？

診察の済むまでの時間は？ 院内全体の印象は？

不満やや不満やや満足満足 回答なし
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「高砂市民病院ボランティア」が発足しました

高砂市民病院は、５０名のボランティアの皆さ

まのあたたかいお気持ちと貴重なお時間を提供

頂き、地域に開かれた病院として、より行き届いた

患者サービスを提供できることを目指しています。

ボランティアの皆さまは、病院に新鮮な風を吹

き込み、患者さまの細やかなニーズにこたえてく

ださる人として、かけがえのない存在となってい

ます。

平 成 21 年 4 月平 成 21 年 4 月

清拭タオル作り

小児ボランティア

看護備品用小物作り

玄関案内

グリーン
ボランティア

今年も、広く市民の皆さまに病院を知っていただき、健康に関心をもっていただくために、健康まつりを開催します。

「第２回高砂市民病院健康まつり」を開催します「第２回高砂市民病院健康まつり」を開催します

と　き　　平成２１年１０月３１日（土）１２時～１５時
ところ　　市民病院1階ロビー、２階講義室・大会議室

催し物　　

◆　測定計測コーナー　～メタボに気をつけよう～
メタボチェック、おしっこでピロリ菌チェックなど

◆　相談コーナー　～専門家が応じます～
院長・副院長のよろず相談など

◆　体験コーナー　～いろいろ体験してみよう～
ハンドローション作成、心肺蘇生、フットケアなど

◆　講　演　会　～各医師・技師による講演～
外科診療の紹介、転倒予防、糖尿病について、マンモグラフィーなど

◆　そ　の　他　
展示、キッズコーナー、バザーなど



内科内科

外科外科

麻酔科麻酔科 皮膚科皮膚科

ＣＫＤ（慢性腎臓病）外来ＣＫＤ（慢性腎臓病）外来ＣＫＤ（慢性腎臓病）外来

腎センター紹介腎センター紹介腎センター紹介
腎センターでは、毎月約100名の血液透析患者さまと27名の腹膜透析患者さま

が透析をされています｡地域の医療機関との連携も密にとり、合併症・各種手術等

で入院される透析患者さまにも対応しています。またシャント管理指導や日常生活

指導・透析体操などにも力を注いでいます｡

現在、看護師14名、臨床工学技士5名が所属し、医師と共に「安全・安心な透析」

をキーワードに透析導入期から維持期の透析管理を行っており､4名の透析技術認

定士や糖尿病療養指導士も活躍しています｡

また、これまで2名の臨床工学技士が働いていましたが、今年3名の新人が加わり

5名体制となりました。今までは透析を中心とした血液浄化業務を行っていました

が、新たに人工呼吸器やシリンジポンプ、輸液ポンプの定期点検も始め、本年度は

機器の中央管理を立ち上げる事を目標に現在活動しています。

医師が増員しました！
内科医師が３名増員し、内科診療は４診から５診へ充実した体制となりました。
また腎臓病専門医が着任しＣＫＤ（慢性腎臓病）外来を毎週木曜日に行っています。内科内科

外科医師が２名増員し、７名体制となりました。
平成２１年４月からは乳腺外来を開設しています。外科外科

麻酔科医師が１名増員し、常勤
医２名体制となりました。
手術中の全身管理を安全に行
ってまいります。

麻酔科麻酔科 皮膚科医師が１名着任
しました。皮膚科皮膚科

数年前にCKD(慢性腎臓病)概念が提唱されて以来、腎臓病は、糖尿病や

高血圧・脂質異常症・メタボリックシンドローム等と同様、心・脳血管病変発症

のリスクファクターと考えられ、見逃すことのできない疾患です。しかしながら、わが国の透析患者数は年々増加

の一途をたどり、平成20年末時点では28万人超、約460人に1人が透析治療を受けている時代です。

慢性腎臓病は腎機能障害が明らかになってからでは治療が困難になります。腎機能が正常な時期に検尿異常

（特に尿蛋白が重要）を発見し、対処することが重要です。

腎疾患に対する治療法は10年前に比べ、地味ではありますが、着実に進歩していることを私自身実感しています。

検尿異常を含め、あらゆる腎臓病に対する診療を中心に地域医療に貢献する所存ですので、宜しくお願いいた

します。

（検診検尿異常に関しては、小学生以上であれば、当外来で診療させていただきます。）

内科医長　金光　律和

医師が増員しました！

川口　貴行
趣味／観劇、ガーデニング

6年ぶりに戻ってきました。
初心を忘れず、頑張ります。
宜しくお願いします。

中井　秀和
趣味／自転車

地域の基幹病院と
しての使命を果た
すべく日々診療を
行っております。今
後もよろしくお願い
します。

坪島　顕司
趣味／映画鑑賞
およそ5年ぶりに当院で
勤務させていただくこと
になりました。専門は呼
吸器外科です。お力にな
れることがありましたら
何でもご相談ください。
よろしくお願いします。

野中　由莉
趣味／音楽鑑賞、料理
臨床研修医を終え、
麻酔科医になりまし
た。手術室にいるこ
とが多く、あまりお会
いすることはないか
もしれませんが、よろ
しくお願い致します。

木下　里江子
趣味／フルート演奏

４月からお世話にな
っています。良い医
療が提供できるよ
うがんばります。
宜しくお願いしま
す。

横田　一樹
趣味／映画鑑賞

再度常勤医として戻ってま
いりました。
宜しくお願いします。

金光　律和
趣味／野球、ドライブ

10年ぶりに戻ってまいりました。
地域医療に貢献できるよう頑張
りますのでよろしくお願いします。

かわぐち　　たかゆき

なかい　　　ひでかず

のなか　　　　ゆ　り きのした　 　り　え　こ

つぼしま　　　けんじ

よこた　　　かずき かねみつ　　のりかず

毎週木曜日

新人技士3名が立派
な臨床工学技士にな
れるよう、只今教育中
です。 笹田　健

透析だけでなく、血液浄
化療法全般に携われる
ようになりたいです。

梅垣　亮介

血液浄化・機器管理業務に携わって
います。安心して治療を受けていた
だくために、スタッフと協力しながら
頑張っています。 澤田　さやこ

日々努力し、高度で良
質な医療を提供できる
ように一生懸命頑張り
ます。 岡本　裕基

「安全で快適な環境へ」
をモットーに、日々努力し
頑張っていきたいです。

橘　健太郎

臨臨 床床 工工 学学 技技 士士 介介紹紹
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かね　みつ　　のり　かず
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