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第９４号 平成2５年９月1日発行

理 念
安心して暮らせる地域造りを目的とし、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.公益社団法人として益田地域全体にわたる保健・医療・福祉のセーフティネットを構築し、公益の増進
に寄与します。

第９４号

◆患者満足度調査結果ＮＯ1
◆車椅子の機能について
◆中学生地域医療現場体験
◆第２回医療安全研修会
◆健康食レシピ

患者満足度調査結果Ｎｏ１
当院では、患者さま、利用者さまそしてご家族の皆様に満足していただける医療、療養環境ができるよ

う１年に１度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、通

院、外来に関する調査結果（抜粋）を報告致します。調査期間：H25.7.25～7.31

【病院設備に関して】

☆駐車場所がなくてお困りになったことがありますか

☆院内の案内表示はわかりやすいですか

【職員の対応に関して】

☆検査等で来院の患者さま、予約時間に始まりましたか

☆医師の検査結果や病状、看護師の説明はわかりやすいですか

☆職員は気持ちの良い対応をしていますか

一部しか掲載できませんでしたがその他たくさんのご指摘、ご意見またはお褒めの言葉をたくさん頂き

ました。ご指摘いただいた内容については逐次改善し今後のサービスに活かしていこうと思います。

ご協力していただいた皆さまありがとうございました。尚、来月号は入院患者さまのアンケートを掲

載予定としております。



車椅子の機能

１．折りたたみ機能

自動車や玄関などの狭

いスペースにも収納が

可能です。

２．背シートの調整機能

脊柱の変形がある場合、

脊柱のカーブに沿って

張り調整を行うことで

一カ所に圧が集中しな

いようにします。加え

て安定性を得ることが

できます。

３．座シートの調整機能

滑り座りとなる場合、仙骨のカーブに沿って張り調

整を行うことで一カ所に圧が集中しないようにしま

す。

４．肘置きの取り外し機能

横移動で移乗する場

合に使用します。跳

ね上げ式と脱着式が

あり、介助者ではな

く自分で行う場合は

跳ね上げ式が便利で

す。

５．肘置きの高さ調整機能

脊柱の変形等で左右の

肘の位置が違う場合、

肘置きの高さを左右で

変えることで安定性を

得ることができます。

６．足置きの開閉機能

移乗動作で、利用者

の足が足置きにぶつ

からないように外に

広げることができま

す。また介助者のス

ペース確保のために

広げることもあります。足置きが片方のみで良い場

合は、取り外しが可能なタイプもあります。

７．座面の高さ調整

車輪サイズと取り付け位置を調節することで、座面

の高さを対象者の身体に合わせることができます。

８．転倒防止バー

後輪のさらに後ろに

車輪付きのバーがあ

り、後方への転倒を

防ぎます。

９．転倒防止装置付車椅子

立ち上がりと同時に自動でブレーキがかかります。

移乗動作は可能でもブレーキ忘れによる転倒が予測

される場合や、手の力が弱くブレーキ操作が困難な

場合に使用することがあります。

※分解・調整が可能なモジュール車椅子であれば、

上記の性能はほぼ（５.８.９を除く）備わっていま

す。

生活の中で安全かつ楽に車椅子座位保持・移動・

移乗動作が行えるように、利用者・介助者に適した

機能を持った車椅子の購入・レンタルをお勧めしま

す。上記の機能はモジュール車椅子を元に挙げてい

ます。よってリクライニング車椅子・電動車椅子な

ど、車椅子の種類によっては他にも様々な機能があ

ります。車椅子の購入・レンタルの際は、ケアマネー

ジャーや、福祉用具の関連店にご相談下さい。
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車椅子の機能について
リハビリテーション科連載記事より

はじめに･･･椅子を選択するときは、車椅子自

体がその方に合っているか、生活用具としての

機能を果たせているかを考慮します。以前、車

椅子の種類と適応については紹介していたため、

今回は機能について紹介したいと思います。



うなぎの蒲焼き １２０ｇ

トマト ２５０ｇ

レタス ８０ｇ

大葉 ５～６枚

ポン酢 大さじ３

ごま油 大さじ１

エネルギー １２１ｋｃａｌ

たんぱく質 ７.４ｇ

脂肪 ８.４ｇ

炭水化物 ４.４ｇ
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土用の丑の日でおなじみの「うなぎ」には、ビタミンＡやＤＨＡ、

ＥＰＡ、ミネラルなどがバランスよく含まれており、夏バテ解消や

疲労回復に効果があるといわれています。

蒲焼き丼が定番ですが、たっぷりの野菜と合わせて、サラダ仕立てにしてみると暑い時期でも、さっぱ

りとした食べやすいスタミナメニューに仕上がります。

４人分 一人分

（作り方）

① うなぎの蒲焼きは、焼いて一口大に切る。

② トマトは、くし切りにする。

③ レタスは、一口大にちぎる。

④ 大葉は、細めの千切りにする。

⑤ ポン酢とごま油を合わせよく混ぜておく。

⑥ ①～⑤を和えて、出来上がり。

医師会病院ホームページ
栄養管理室連載記事８月号より

ウナギのサラダ

８月１６日（金）中学生

地域医療現場体験を実施

しました。中学生の時期

から地域の医療現場の体

験を通じて、生命の尊さ

や医師・看護師等の職業

の重要性について理解を

深めることにより地域医

療を目指す人材の育成を

図ることを目的としてい

ます。当日は市内３校か

ら６名の生徒が参加して

くれました。

狩野院長より島根県の医療の現状や当院の役割な

どの説明を受けた後、ナース服に着替え院内を見

学して回り、各病棟にて医療の現場を実際に体験

しました。生徒からは、「今回の現場体験をして

みてあらためてこの職業につきたいと思いました」

や「病院は暗くて静かなイメージでしたが、体験

をしてみて職員が明るく接してくれて病院のイメー

ジががらっと変わりました。」など嬉しい言葉を

頂き、体験を受けた６人の生徒もとても満足した

様子でした

７月２４日・８月２９日
の２回に亘り、「グリセ
リン浣腸処置と安全性」
について外部より講師を
招いて公開研修会を開催
いたしました。２日間で
述べ１５１名の方が参加
されました。（開業医
の医師や看護師等外部
から２４名の参加）

浣腸は素人が行なって
も良い行為になってい
ます。成人では５～７c
m 小児では３～４cmノ
ズルを挿入しましょう。トイレでは立位で行なっ
てはいけません。必ず左側臥位（左手を下にして
横になり）ゆっくりと行ないましょう。ノズルを
長く挿入したり、立位で行なうと「直腸穿孔」と
いう合併症が起きやすくなります。また、痔のあ
る方の浣腸は、グリセリンが血管内に入り「溶血」
を起こしやすいので注意が必要です。

知識とスキルで安全な浣腸を勉強しました。
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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 医師会病院URL：http://hp.masuda-med.or.jp/

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２５年８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。

診療科 診察 月 火 水 木 金 備 考

内 科

消化器内科
午前 狩野 稔久

古田 晃一朗

（消化器内科併診）
小川 哲生 狩野 稔久

小川 哲生
内科一般
消化器内科(火曜日)古田 晃一朗

(再診のみ)

循環器内科 午前 渡邊 伸英
（9:00～15:00）

循環器内科

外 科 午前

服部 晋司

服部 晋司
(第１･３･５週)

槇野 好成

五十嵐 雅彦
（再診のみ）

五十嵐 雅彦
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

(第２･４週)

山野井 彰
（胆・肝・膵外科）

（13：00～）

田島 義証
(島大消化器総合外科教授)

第３金曜日(電話による完全予約制)

セカンドオピニオン含む

肛門外科（外科併診）午前 服部 晋司

整形外科
午前 吉田 紘二

休診
（手術日のため）

大中 博司 大中 博司 吉田 紘二 整形外科一般
午後 大中 博司

(13:00～再診のみ)

麻酔科 午前 島大麻酔科
交互診察
（島根大学麻酔科教授月1回不定期

診療)

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 午前 新垣 美佐 柿木 伸之 新垣 美佐 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）
角田 佳子
（9:00～15:00）

近藤 正宏
（9:00～15:00）

膠原病専門外来
近藤(火)・角田(月)の週1回交互診

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）

婦人科 木島 聡
（午後）

休診
木島 聡

（午前、午後）
木島 聡
（午前）

木島 聡
（午前）

電話による予約制 水曜午後は検診のみ
午前:8:30～11:00午後13:30～16:30

特
殊
外
来

脳神経領域 午前 山﨑 達輔

放射線治療 午前
猪俣 泰典(教授)

玉置 幸久

第４金曜日

猪俣・玉置の交互診療

乳腺外来 午後
槇野 好成
（13:00～）

電話による予約制(13:00～)

緩和ケア外来 午前
五十嵐 雅彦

服部 晋司

当院では完全予約制でセカンドオピニオン外

来を実施しております。セカンドオピニオン外

来では、現在いずれかの主治医におかかりの患

者様を対象に現在の診断・治療に関して島根大学の専門家が意見を提供いたします。その意見や判断を

患者様がご自身の治療法を選ぶ際の参考にして頂くことが目的です。

相談日
月１回第３金曜日（完全予約制）

必要書類、料金等詳細についてはお問い合わせ下さい。窓口：地域連携室


