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透析医学会専門医５人が在籍しています。
　当院は、長年の実績を活かし、多くの透析症例に対
応しています。透析を導入される患者さまへの教育や、
維持透析中の合併症・併発疾患・各種手術などにも対
応可能な総合病院としての役割を果たしています。
　腎不全に対応する透析療法だけでなく、特殊血液洗
浄療法も行っています。また、急増している糖尿病や
高齢者への透析管理にも力を入れています。
　医師・看護師・臨床工学技士などによるチーム医療
を行っており、透析導入の際には、血液透析・腹膜透
析・移植のどれを選択すればよいかを解りやすく説明
し、よりよい治療方法を患者さまに提供しています。

『患者さまの声』 の用紙を変更しました。

『患者さまの声』の用紙を変更しました。
　いつも貴重なご意見をありがとうございます。

この度「患者さまの声」の様式を変更させて頂

くことになりました。頂いたご意見に対しては、

担当者がお答えし、正面玄関に掲示させて頂き

ます。

（なお、個人情報に関してはすべて削除し掲示させて頂
きます。）

『看護の日』を開催しました！

　５月 11 日（金）

に「看護の日」を

開催いたしました。

「看護の日」とは、

フローレンス・ナ

イチンゲールの誕

生日にちなんで制定されています。

　当日は、多くの方々に参加していただき、あ

りがとうございました。

　相談コーナーでは、色々な相談をいただき、

みなさまの健康への関心の高さがわかりました。

　今後も市民の

方に必要とされ

る病院となるよ

う頑張っていき

ますので宜しく

お願いします。

『第５回高砂市民病院健康まつり』
を開催します
　10月 27日（土）

に今年も「健康ま

つり」を開催しま

す。今年で第５回

をむかえることに

なりました。

　毎年好評をいただいている医師や認定看護師

による講演や相談コーナーも用意しています。ま

た、お子様に人気のキッズコーナーや体験コー

ナーなど今年も工夫を凝らしてみなさまの参加を

お待ちしています。

日時　平成 24年 10月 27日（土）12時～ 15時

催し　測定コーナー（体組成計・骨密度など）

　　　体験コーナー（フットケア・入浴剤作りなど）

　　　ブース（院内見学ツアー・手術室見学など）

　　　キッズコーナー（お楽しみに！！）

　　　講座（眼瞼下垂、腹腔鏡手術、緩和ケア）

　　　バザーなど

（変更後の用紙）

『患者さまの声』 の用紙を変更しました。



※12／19は心臓病教室となっております。

「おかしいかな？」から病院に行くのでいいのかな。
　現在では、40 歳以上の 10 人に１人が糖尿病であるといわれています。これは、高血圧に次いで患

者数が多いということになります。糖尿病は、生活習慣病といわれ、日常生活の管理が重要な病気です。

市民の皆様に自己管理を行ううえで必要な知識や情報を学んでもらい、健康について考えることを目

的として糖尿病教室を行っています。

　医師をはじめ医療スタッフが、糖尿病についての基礎知識や治療方法などを解りやすく説明いたし

ます。糖尿病に興味のある方やそのご家族の方など自由に参加できます。健康について考えるいい機

会になると思いますのでぜひご参加下さい。

　　　　　　　　　　　　　～今後の日程について～　時間13：30～ 14：30　場所：２階講義室

開 催 日 担 当 者 内　　　　容

 ９/19（水）
理学療法士

臨床検査技師

運動療法について

「無理なく続ける運動」

検査値の見方

11/21（水） 医師
合併症について

「怖い合併症」

12/19（水）
管理栄養士

看護師

「食生活について」

「日常生活について」

平成 25年

 １/16（水）
薬剤師

薬物療法について

「糖尿病と薬の話」

平成 25年

 ３/19（火）
看護師

糖尿病の自己管理について

「よいコントロールのために」

新任医師新任医師新任医師新任医師新任医師新任医師新任医師新任医師新任医師を紹紹 介 しま介 しま介 しま介 しま介 しま介 しま介 しま介 しま介 しま介 しま介 しま介 しま介 しま すす！新任医師を紹介 しま す！
４月着任４月着任 ４月着任

４月着任

４月着任 ８月着任

４月着任 ４月着任

谷川　孝子（眼科）
４月よりお世話になっております。

高砂の基幹病院として患者さまのお

力になれるよう頑張っていきます。

宜しくお願いします。

杉浦　智之（脳神経外科）
平成 24 年４月より脳神経外科で勤務

しています。常勤医師は、1名なので

大きなことはできませんが、頭部打撲

や頭痛やめまい、認知症の心配などあ

りましたら気軽に受診して頂ければと

考えています。宜しくお願いします。

下浦　真一（皮膚科）
お世話になっています。皮膚科は現

在 1 人体制ですが、皮膚疾患全般を

カバーできるよう頑張りたいと思い

ますので宜しくお願いします。

市村　克仁（整形外科）
お世話になっております。患者さま

のお力になれるよう頑張っていきま

すので、宜しくお願いします。

高山　宗賢（内科）
お世話になっています。患者さまの

お力になれるよう頑張っていきま

す。患者さまの疑問にも解りやすく

説明できるように日々努力していき

ます。宜しくお願いします。

池村　惠 (内科 )

この度４月から、火曜日と水曜日に

内科外来を担当させて頂いておりま

す。何でもお気軽にご相談下さい。

宜しくお願いします。

谷川　祥子（臨床研修医）
お世話になっています。まだまだ未熟

者ですが、日々知識と技術と経験の会

得のため精進し、少しでも患者さまと

高砂市民病院に貢献できるよう頑張っ

ていきますので宜しくお願いします。

藤尾　久美（耳鼻いんこう科）
8 月 1 日より赴任して参りました。

以前、加古川市の病院に勤務してい

たこともあり、高砂はなじみ深い所

です。寺本部長のもと、一生懸命頑

張りますので宜しくお願いします。

糖尿病教室を開催しています

あんしんサポートセンターあんしんサポートセンターあんしんサポートセンターあんしんサポートセンター

こんにちは「あんしんサポートセンター」です
４月に「あんしんサポートセンター」を開設しました。

　・入院をすすめられたが気がかりなことがある。

　・退院したけど元の生活ができるだろうか？

　・日常生活の中で不安がある。

など患者さまやご家族の方が抱えておられる医療に関

する様々な不安や疑問についてお話を伺ったり、適切

な部署にお取次ぎすることで、安心して治療をうけて

いただけるように少しでもお手伝いできればと考えて

いますので、お気軽にご相談下さい。

（予約は必要ありませんが、都合によりお待ちいただくことがあり

ます。）

「糖尿病教室」の様子

お気軽にご相談ください

（参加申し込み・費用は不要）
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写真確認中

（参加申し込み・費用は不要）
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