平鹿総合病院

広報誌

平鹿総合病院の理念
「より高度な臨床」
「より深い研究」
「より広い教育」
「より積極的な保健活動」
の四つの柱を職員が共有し、
地域の人々の生命と健康を守ります。
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当院は、日本医療機能評価機構
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4月30日に人間ドック健診施設機能評価を受審しました
当院は、４月30日に人間ドック健診施設機能評価Version IIを受審しました。
聞き慣れない言葉にとまどう方も少なくないと思いますので少し説明致します。「人間ド
ック健診施設機能評価」とは、日本人間ドック学会が策定する事業であり、人間ドックを
行っている医療・健診施設を対象に、健診施設の質の改善を促進するため全185項目につい
て行う第三者評価です。主な内容として「医療機関の組織体制」「地域との連携」「受診者
の満足と安心」「健診の質の確保」「健全な運営」が挙げられます。評価方法は、書面での
院長

平山 克

評価と調査員（サーベイヤー）による訪問調査の二段階で行われ、当院は書面提出後の４
月30日に2名のサーベイヤーを迎えて受審したという経緯です。

現在、この機能評価をクリアして認定を受けている施設は全国で248施設であり、秋田県では1施設のみ（東北6
県を合わせても14施設のみ）です。当院の受審結果は未着ですが、７月頃には認定証を取得出来るものと確信して
います。
当院の健診・人間ドック事業の歴史は長くて、農村医学の中核として昭和42年に設立された秋田県農村医学研究
所が中核となって拡充と増進が図られてきて、40年以上に及ぶ歴史を有しています。人間ドックは、疾患の診断治
療を行う

保険診療

とは異なって健康な方を対象とする

自由診療/予防医療

であり、受診者も患者さんとは

異なって当然ながらお客さま意識が高いことより第三者評価を得ることは重要なポイントです。幸い、当院の人間
ドック受診者数は年々増加しており、平成21年度は1590人が受診されております。受診者の増加の要因として、平
成19年度の現病院への新築移転に伴って受診環境が格段に良好になった事も挙げられますが、昨年度からはアロマ
セラピーを取り入れるなど、より一層に快適な受診環境を作り出すべく工夫も加えています。
当院は、昨年2月に日本医療機能評価機構による病院機能評価Version Vを受審して同年6月5日に認定証（認定
JC1631号：同認定証は病院正面玄関に掲示してあります）を取得しており、それに引き続く機能評価受審の流れに
なっています。こうした受審は、決して他の医療機関との差別化を図る意図ではないのですが、受診者の立場から
みて信頼と魅力のある施設であり続ける為には、是非とも越えるべき、そして越えなければいけないハードルであ
ると認識しています。

新任医師紹介

整形外科

國井 知典（くにい とものり）

４月に赴任して横手に初めて来ました。ほとん

小児科

井上 雅貴（いのうえ まさたか）

ど地理が分からず、言葉も聞き慣れずはじめは

小児科の井上です。後期研修医１年目として未

戸惑っていました。２か月が過ぎようとしてい

熟な点が多く、指導医の先生方、スタッフの皆

る今、だいぶ横手に、病院に慣れてきました。

さんに迷惑をかけてばかりです。少しでもお役

まだまだ勉強しなければいけないことがあるの

に立てるよう日々精進して参りますので、宜し

で、研鑽を積んでいきたいと思います。よろし

くお願いいたします。

くお願いいたします。

小児科

整形外科

近藤 大喜（こんどう だいき）

早川 敬（はやかわ たかし）

４月より赴任してまいりました、小児科の近藤大喜で

新任者挨拶のはずですが…、知った顔でスミマ

す。秋田出身で、新潟大学卒、秋田組合総合病院勤務

セン。平鹿病院整形外科に１年ぶり、２回目の

を経て、このたび平鹿総合病院で勤務させていただく

赴任となりました早川敬です。４月から整形外

こととなりました。未熟な点は多いかと思いますが、

科に勤務しております。またお世話になること

精一杯頑張らせていただきますので、どうぞよろしく

になりました。皆様よろしくお願いいたします。

お願いいたします。

形成外科

佐藤 顕光（さとう あきみつ）

大崎市民病院、米沢市立病院を経てこの度こち
らに赴任いたしました。形成外科医としては二
年目で至らない点が多々あると思いますが、頑
張りたいと思いますのでよろしくお願い致しま
す。気軽にお声掛け頂けると幸いです。
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■職場紹介
臨 床 検 査 科

臨床検査科技師長

袴田

幹雄

臨床検査科は総勢38名のスタッフで「迅速かつ正確

細菌感染がないかを検査し、感染が認められた場合は

な検査データの提供」を基本理念に24時間検査体制を

有効な抗生物質の選択情報を提供します。また、イン

とっています。臨床検査は主に尿、血液、組織等を検

フルエンザ検査もここで行なっています。輸血部門は

査材料とする検体検査部門と患者さんを直接検査する

血液型検査や輸血が必要となった時、安全な輸血が行

生理検査部門があります。

なえるように事前検査（交差適合試験）を行なってい

検体検査部門はさらに検査内容によって６部門に別

ます。病理部門は患者さんの身体から得られた組織を

れ一般検査部門、血液部門、生化学免疫血清部門、微

材料として細胞を顕微鏡下で診断します。最後に生理

生物部門、輸血部門、病理部門があります。ここで簡

部門は心電図、脳波検査、肺機能、心臓超音波検査、

単にどのような検査を行なっているのか紹介いたしま

腹部超音波検査などを行なっています。身体から発生

す。一般検査部門では腎臓機能を診るために尿を検査

する電気信号を記録したり、超音波を用いて血管や臓

材料に糖や蛋白質が存在するか、また糞便を用いて消

器の状態を画像にして身体情報を提供しています。

化管に出血の痕跡がないかなどの検査を行なっていま

最後に臨床検査

す。血液部門では血液を材料に赤血球数や白血球数、

科スタッフは診

ヘモグロビン量などを検査して貧血や血液疾患等の検

断、治療に役立ち、

査を行なっています。生化学免疫血清部門では血液を

患者さんに有益な

材料に大型自動分析装置を用いて血糖やコレステロー

情報を提供するた

ルなどの脂質検査、肝機能、腎機能などの検査を行な

め今後も努力を続

っています。微生物部門は喀痰、膿、尿などを材料に

けていきます。

関 曉人（せき

研修医師紹介
柿崎 裕太（かきざき

縁もゆかりもないこの秋田県に、口コミで病院

ゆうた）

見学に来て当院での研修を直感的に決めた変わ

４月より勤務しております柿崎裕太です。右も

り者です。毎日分からない事だらけですが、

左もわからない状態でご迷惑ばかりかけている

日々精進していきたいと思います。ご指導、ご

次第です。少しでも皆さまに貢献できるよう努

鞭撻の程宜しくお願いします。

力いたします。ご指導ご鞭撻のほど、よろしく
お願いいたします。

宮崎 勇希（みやざき

森 優子（もり

ゆうこ）

４月からお世話になっています森優子です。秋

ゆうき）

田大学の出身で秋田市に住んで７年目になりま

４月からお世話になっている１年目研修医の宮崎勇希

す。まだ慣れてないことが多く、毎日勉強しな

です。生まれは高知で、仙台、横手と北上中です。中

くてはいけないのですが、頑張っていきますの

学からテニスをやっており、そこで培った黒い肌が目

で、よろしくお願いいたします。

印です。一生懸命頑張りますので、よろしくお願い致
します。

渡邊 純子（わたなべ

あきひと）

はじめまして、研修医１年目の関です。

宇塚 裕紀（うづか

ひろのり）

新人の宇塚裕紀です。千葉県出身で横手の寒さと

じゅんこ）

言葉の壁に怯えていましたが、最近では随分慣れ

はじめまして。研修医１年目の渡邊純子です。

てきたように思います。未熟者ですが、一生懸命

出身は茨城県です。大学から秋田に来て雪国で

頑張りますのでよろしくお願いします。

暮らすのも今年で７年目となりました。
研修が始まり２ヶ月が経とうとしていますが
日々の診療の中から学ぶことはとても多く、充
実した毎日を送らせていただいています。至ら
ない所が多々あると思いますが、今後ともよろ
しくお願いいたします。

a

診察受付時間のご案内（平成22年４月から全土曜日が休診です。）
ブロック

診療科

受付時間

受付曜日
午

1

階

Aブロック

◎肝臓外来
（毎週火曜日）
◎炎症性腸疾患外来
（水・金曜日）
◎糖尿病外来
（火・木曜日）

外

科

月〜金

午前11時まで

◎小児外科
（毎週水曜日午前）
◎ストーマ外来
（毎週火・木曜日14：00〜16：00）
※完全予約制

乳 腺 科

月〜金

午前11時まで

※緊急の場合を除き初回受診時は検査のみを行い、
医師の
診察は完全予約制です。
（毎週月・火・金曜日）

月・火・水・金

午前11時まで

木

午前10時まで

心療センター

火・水・木

午前11時まで

第二内科

月〜金

午前11時まで

脳神経外科

月〜金

心臓血管外科

木・金

午前11時まで

皮 膚 科

月・水

午前10時30分まで

小 児 科

月〜金

午前11時まで

産婦人科
形成外科

耳鼻咽喉科

※新患の方はあらかじめ水曜日又は木曜日に予約をお願い
致します。
（お電話でも結構です）
◎ペースメーカークリニック外来
（毎週水曜日13：00〜15：00）
◎神経内科
（毎週水曜日13：00〜15：00）
◎腎臓外来
（毎週月曜日8：30〜11：00）
◎禁煙外来
（第2・4木曜日16：00〜17：00）
正面受付で予約

午前11時まで

月〜金

◎神経外来
（第4水曜日）
※完全予約制
◎内分泌外来
（第2・4金曜日16：00〜17：00）
※完全予約制
◎腎臓外来
（第1金曜日）
※完全予約制
◎血液外来
（第4金曜日）
※完全予約制
※特殊外来受診希望の場合は必ず小児科外来にご連絡ください。

月〜木
金

午後3時30分まで
午前10時まで

月・水

午前11時まで

火・木

午前10時まで

火・木

午前11時まで

月・水・金

午前10時まで

月〜金

午前10時まで

泌尿器科

月〜金

午前11時まで

歯

月〜金

午前11時まで

眼

科

平成22年6月20日まで

Dブロック

眼

科

平成22年7月1日から
変更になります

科

◎母乳外来
（毎週月・木曜日13：30〜15：00）
◎母親学級
（毎週火曜日13：30〜14：30）

午前11時まで

金
階

来

午前11時まで

Cブロック

2

外

月〜金

◎予防接種・慢性疾患
（毎週火曜日13：00〜15：00）
◎乳児検診
（毎週木曜日13：00〜15：00）
◎心臓外来
（第1・第3・第5金曜日）
※完全予約制

階

殊

後

◎在宅酸素外来
（毎週火曜日13：30〜14：30）
◎CPAP外来
（毎週火曜日13：00〜14：30）
※完全予約制

階

Bブロック

2

特
午

第一内科

整形外科

1

前

［平成22年６月１日現在］

◎顎顔面・唇顎口蓋裂外来
（第1金曜日）
※金曜日午前診療です。金曜日以外の平日の診察は、午後1時30分からです。

木曜学童午後3時30分まで

◎午後学童外来
（毎週木曜日6：30〜15：30）
（学童外来の診療は午後3時〜）
午後1時30分〜午後3時まで ※金曜日の診療は午後1時30分からです。
◎手術日
（毎週月・金曜日）

◎ストーマ外来
（毎週火・木曜日10：00〜11：30）
※完全予約制

※自動再来受付機は午前6時30分から受付開始します。新患受付は午前8時から受付開始します。

市民公開講座 第24回東北救急医学会総会・学術大会

「肺の日」記念 市民公開講座 日本呼吸器学会東北支部会

日時：６月19日¼10：00〜12：00
入場
会場：ふれあいセンター「かまくら館」
市民公開講座（Ⅰ）
無料
『知っておけば絶対に得をする 脳卒中についてのイロハ』
講師：秋田県立脳血管研究センター／センター長 鈴木 明文 氏
市民公開講座（Ⅱ）
『空を飛ぶ救急医療』
「山Ｐに負けない青森県ドクターヘリ」
講師：八戸市民病院救命救急センター／所長 今 明秀 氏
「秋田県の空を飛ぶ救急の現状と展望」
講師：秋田赤十字病院救命救急センター／センター長 藤田 康雄 氏
学会長

平山

克

事務局／平鹿総合病院

日時：８月１日¶13：30〜16：30
入場
会場：ふれあいセンター「かまくら館」
講演（Ⅰ）
無料
「あなた、だいじょうぶ? 過去の病気ではない結核の話」
講師：平鹿総合病院呼吸器科科長 田畑 雅央 氏
講演（Ⅱ）
「ストレスとタバコ −呪縛か健康か−」
講師：東北大学医学部教授 黒澤 一 氏
講演（Ⅲ）
「本当は怖いＣＯＰＤ」
講師：秋田大学医学部教授 塩谷 隆信 氏
スパイログラム体験コーナー・呼吸器疾患に関する医療相談コーナー
（無料）あります

総務課TEL 0182-32-5121

会長：木村 啓二 事務局／平鹿総合病院保健福祉活動室TEL 0182-33-0630

糖尿病教室 【第１回】
■開催日時／平成22年７月８日º11：30〜13：30
■場
所／講堂 ■内
容／日常生活のすごし方
開催の
■参 加 費／600円（昼食代）
お知らせ 【第２回】

平成22年２月に引き続き第４号をお届け致します。今年
は年初から寒暖の差が激しい天候不順が続き、農作物への影響を懸念する
とともに、体調を崩す方が増えないよう願っております。病院においては
本号で新任医師の紹介を致しましたが、医局以外でも全部門で人事異動が
あり、新陳代謝をしながら、より良い地域医療を目指して努力する所存で
す。何卒よろしくお願い申し上げます。
（広報委員 木村）

■開催日時／平成22年９月16日º11：30〜13：30
■場
所／講堂 ■内
容／フットケアと靴の選び方
■参 加 費／600円（昼食代）
お申し込み方法：第１内科・第２内科・眼科の外来受付窓口にあります参加申込
用紙にご記入の上、お申込下さい。

b

