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第７１号 平成2３年10月1日 発

理 念
安心して暮らせる地域づくりを目的とし、益田地域のニーズにあった保健・医療・福祉の提供を行います。

基本方針
１.公正で安全な医療を提供し人材育成と研修の場を提供します。
２.患者さま・ご家族さまの人権と意志を尊重した、納得と同意に基づいた医療を 提供します。
３.かかりつけ医の支援病院としてきめこまかな病診連携を行います。
４.在宅を目指した保健予防・リハビリテーショ ン・緩和ケアの充実を図ります。
５.益田地域全体にわたる保健・医療・福祉のネットワークを構築し、地域医療拠点病院として使命を果たします。

第７１号
◆患者満足度調査結果No２

◆睡眠時無呼吸症候群

◆第２２回医師会まつり

開催のお知らせ

◆外来担当表

患者満足度調査結果 その２

当院では、満足していただける医療、療養環境が提供できるよう、定期的にアンケート調査を行ってご

意見を伺いサービス向上を目指しております。今月号では入院中の患者さまからのご意見を（抜粋）を報

告させていただきます。調査期間：Ｈ23.07.25～Ｈ23.08.03

【環境・設備に関して】
Ｑ.室温、清掃、騒音、プライバシーの確保、ﾄｲﾚ・浴室・洗面所、カード式テレビﾞについて

【職員の応対に関して】
Ｑ.職員のみだしなみ、挨拶・声かけ、対応、質問のしやすさについて

【説明に関して】
Ｑ.医師の説明、看護師・介護職の説明について理解できましたか？
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これ以外にも、食事について、診断書や書類につ

いて、診療費についての項目も調査を行いました。

今回も厳しい指摘や改善の要望、お褒めの言葉な

ど沢山の貴重なご意見をお寄せいただきました。

ご協力いただきました皆さまには、厚くお礼申し

上げます。

今回寄せられたご意見だけでなく、日頃、意見箱

「声」に寄せられたご意見も含め真摯に受け止め、

全職員で共有し、可能なことから逐次改善を行い、

より良い病院づくりに取り組んでいきたいと思いま

す。また、お気づきの点がありましたら、サービス

向上のアドバイスをいただければ幸いです。

睡眠時無呼吸症候群とは、睡眠時に呼吸停止または低呼吸になる病気です。

症状
�★就寝中の意識覚醒の短い反復、およびそれによる脳の不眠

�★昼間の耐えがたい眠気

�★抑うつ

�★頻回の中途覚醒

�★集中力の低下

�★（家族などが気づく）睡眠時の呼吸の停止

�★（家族などが気づく）大きないびきなど（しばらく無音のあと著しく大きく音を発するという特徴）

�★（家族などが気づく）夜間頻尿

�★起床時の頭痛

�★インポテンツ（女性の場合は月経不順）

�★のどが渇く

�★こむら返り

同居者がいない場合は、病気の発見が遅れる。また、自覚症状が弱い場合は発見されないの

で、徐々に悪化し深刻な事態を起こしてしまう。同居者がいてもこの病気についての知識を持っ

ていなければ、「いびきをかきやすい」としか認識されず、治療が遅れることもある。

睡眠時無呼吸症候群特有のいびきは、通常の一定リズムではなく、しばらく無音のあと著し

く大きく音を発するという傾向・特徴を持っている。

上記の症状を改善したい方は、一度検査を受けてみませんか？

・簡易検査について
まず、かかりつけ医に相談してください。自宅で携帯用の検査器

具を使用しての簡単な検査をします。

この検査で異常があれば、当院で入院検査が必要となります。
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納豆にはたんぱく質、ビタミンＢ２・Ｅ・

Ｋなどのビタミン群、カリウム・亜鉛・カル

シウム・鉄などのミネラル成分、食物繊維な

どが豊富です。また、納豆菌は整腸作用により便通を改善したり、有害物質を吸

着して排泄を促すことから肝臓の負担を軽くするなどの働きもあります。

今回は納豆を使った簡単サラダをご紹介します。マヨネーズとの意外な組み合わ

せがマッチングしてくせになる味わいです。野菜やごまを加えることで栄養量が増えるだけでなく吸収率

もUPします。

材料（４人前） 栄養成分（1人分） 納豆のみなら

作り方

下準備

①小松菜は３cm長さのざく切り、にんじんは千切りにしそれぞれボイルして絞ります。

②きゅうりは千切りにします。

調理

③ボウルに納豆、たれ、マヨネーズ、からし（好みで）、ごまを入れよく混ぜ合わせます。

④①②の野菜を入れて混ぜ、４等分して器に盛り付けます。

納豆サラダ

ひきわり納豆 １６０g

小松菜 １６０g

にんじん ８０g

きゅうり ８０g

納豆のたれ １６ｇ

からし 少々

マヨネーズ １６ｇ

いりごま ８ｇ

エネルギー １３８kcal ８０ｋcal

たんぱく質 ８.２ｇ ６.６ｇ

脂肪 ８.２ｇ ４.０ｇ

炭水化物 ８.９ｇ ４.８ｇ

塩分 ０.５ｇ ０.０ｇ

カルシウム １２８ｍｇ ３６ｍｇ

鉄 ２.５mｇ １.３ｍｇ

食物繊維 ４.２ｇ １.８ｇ

１０月２３日（日）、第２２回医師会まつりを開催いたします。今年のテーマは「頭痛」です。

無料検査、無料相談、無料体験コーナー、バザー、特設販売コーナーや特設ステージを予定しております。

無料検査コーナー
★動脈硬化測定 （先着 ６０名）

★大腸ガン検査 （先着 １５０名）

★腹部エコー検査 （先着 ６０名）

★眼底カメラ （先着 １５０名）

★血液検査 （先着 ２００名）

★骨密度測定 （先着 １００名）

★身体測定（身長・体重・肺活量・握力・体脂肪等）

定員になり次第終了となります。

特設ステージ
進行上、時間が前後する場合があります、また、

雨天の場合は中止となります。

★原浜保育所 9：05～ 9：25

★遠田保育園 9：35～ 9：55

★さくらんぼ保育所 10：05～10：15

★消防音楽隊 10：25～11：05

★東陽中学校吹奏学部 11：15～11：55

★大ケン玉大会 12：05～12：45

けん玉大会は皆さん奮ってご参加下さい

市民公開講座 入場無料
演題「頭痛について知ろう」 場所：第一会議室 時間：１３：００

無料相談コーナー
★医療相談 ★皮膚病相談

★歯科相談（歯科医師会） ★お薬相談（薬剤師会）

無料体験コーナー
★救急処置 ★白衣体験・撮影コーナー

★インスタントシニア体験コーナー
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発 行：益田地域医療センター 広報委員会

〒699-3676 島根県益田市遠田町1917-2 TEL：0856-22-3611(代表) FAX：0856-22-0407

E-mail：info@masumi.shimane.med.or.jp 益田市医師会URL：http://www.pool.co.jp/isikai/

益田地域医療センター医師会病院 外来診療担当医一覧表

平成23年10月1日より

初診受付 午前８時３０分～１１時００分 再診受付 午前８時３０分～１１時３０分

※但し、急患の場合はこの限りではありません。

どんなに有効な医療でも万一誤った人に行われてしまえ

ば、重大な損害をもたらしたり、信頼が損なわれることも

あります。ご本人にフルネームでお答えいただくのが最も確実な確認方法です。

当院では外来入院を問わず、診療・検査・注射・輸血・手術等、その都度、名前をフルネームで名乗っ

て頂き、本人であることの確認させていただいています。

●名前確認はすべての基本

●聞き間違いと類似名の危険

同姓や似た名まえはたくさんあり、あなたの治療にはたくさんの医療従事者がかかわっています。

万一、間違いが起きると大きな事故につながることもあります。

職員がお尋ねしましたら、お名前をお応えくださるようお願いいたします。

診療科 診察 月 火 水 木 金 備 考

内 科 午前 狩野 稔久 古田 晃一朗 井上 実緒

岩田 芽久美
（9:00～）

小川 哲生
（6番にて）

内科一般
狩野 稔久

（再診のみ６番にて）
古田 晃一朗
(再診のみ)

循環器内科 午前 足立 正光
（9:00～12:00） 循環器科

外 科 午前 服部 晋司 林 彦多 五十嵐 雅彦 山野井 彰
（胆・肝・膵外科）

水本 一生 消化器外科・呼吸器外科
小児外科・肛門科
一般外科五十嵐 雅彦

（再診のみ7番にて）

肛門外科 午前
服部 晋司 第1・3･5木曜日 服部医師

第2・4木曜日 林医師林 彦多

皮膚科 午前 水本 一生 皮膚外科・皮膚血管外科
外来も含む

整形外科 午前 交互診療 守屋 淳詞 大中 博司 大中 博司 守屋 淳詞 整形外科一般

麻酔科 午前 島大麻酔科 島大麻酔科 交互診察
（三原・橋本・太田・本岡・石田）

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 午前 柿木 伸之 柿木 伸之 柿木 伸之 中島 暁美
（9:30～12:00） 柿木 伸之 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科全般

リウマチ科

（電話予約制）

近藤 正宏
角田 佳子
（9:00～15:00）

膠原病専門外来
近藤・角田の交互診療
電話による完全予約制

呼吸器外科 午前 岸本 晃司
（9:00～12:00）

第２・4火曜日
呼吸器疾患全般
二次健診後のフォロー

循環器外科 午前 末廣 章一 第１水曜日
（心臓・血管外科）

特
殊
外
来

脳神経領域 午前 山﨑 達輔

頭痛外来 午前 石﨑 公郁子 完全予約制

放射線治療 午前 川口 篤哉 第4金曜日


