
Summer
H25.7 月号

ご自由に

お持ち帰りください

医療法人 松藤会

入江病院

シリーズ

１

シリーズ
２

医師×意思

“糖尿病サロン”始めました

入江病院　創立記念式典

糖尿病講演会のお知らせ

臨床検査技師とはお仕事紹介



　外科 ・ 消化器外科では内科、 消化器内科との連携であらゆる外

科的疾患の診断 ・ 治療を行っております。 短期入院手術、 鏡視

下外科手術 （内視鏡外科手術）、 内視鏡手術を初め、 極力低侵

襲な手術を行っております。 特に力を入れているのは癌治療です。

あらゆる治療法を模索し、 患者様が元の健康な生活に復帰される

よう最善の努力を致します。

　私は治療を行うにあたり、 患者様や家族の方が十分理解される

ことがもっとも重要と考えます。 ですので、 十分な時間を使って

説明することを心がけています。 極力、 医療用語は使いません。

自己満足の医師本位の説明では何も伝わらないからです。 正確

な診断はもちろんですが、 その理解が重要なのです。 理解される

事によって、 当院での治療、 他病院での治療 （セカンドオピニオ

ン含） など色々な選択が可能になるのです。

　当院はとてもアットホームな環境が整っております。 医師と患者

様、 看護師と患者様の距離が近く、 心ひとつに治療に臨むことが

できます。

　臨床検査技師は主に、 血液や尿、 便などの検体を使って行う検体検査、 心電図や

超音波検査などの生理検査を行っています。

　検査結果を正確に判断するために、 専門的な知識や技術を持ち合わせています。

何より、 医師が患者様の状態を診断するには必要不可欠な職種です。

 入江病院では５名の臨床検査技師が患者様に少しでも速く正確に検査結果をお知ら

せすることを基本に日々検査業務に努めています。

　

臨床検査技師

第 4 回 お仕事紹介シリーズ

大阪市立大学第二外科卒業

日本消化器病学会専門医 ／ 日本内視鏡学会専門医

日本救急医学会専門医　／　日本癌治療認定機構暫定教育医

日本外科学会専門医　／日本消化器外科学会専門医

情報提供と理解

最善の治療を目指して

外科 ・ 消化器外科 福 田　 淑 一 医 師

医師 ×

尿検査　

生化学検査

超音波検査

その他、 当院で行っている検査　

尿の状態を調べて、 腎臓の異常の観察を行います。 　

患者さまから採取した血液などを用い、 その中に含まれている様々な成分を分析し、 健康

状態や病状を調べます。

腹部をはじめ、 腸管、 血管、 心臓、 甲状腺、 乳房など、 あらゆる部位の検査が可能です。

身体を傷つけず、 各臓器の状態を調べることができます。

心電図検査　 ・ 　ＡＢＩ（足関節上腕血圧比）　 ・ 　肺機能検査　 ・ 　脳波検査

眼底、 眼圧検査　 ・ 　輸血検査　 ・ 　聴力、 視力検査　　

　生活される中で目標となるものはありますか？ 「楽しく余暇を

過ごしたい…」 「友人といつまでも笑っていたい…」 など。 私は

「美味しいお酒を飲み続けたい」 です。 （笑）

継続は力なり

　しかし、 それを実現するためには、

毎日の運動、 健康管理などを継続

していくことが大切なのです。 無理

はせずとも、 毎日コツコツと積み重

ねて行くことで、 それが力となり、

それが当たり前の生活になっていき

ます。 そして、 その習慣が健康や

長生きに繋がるのだと思います。

　病気にならないように運動や規則

正しい生活を心がけましょう。 　

　皆様の健康で明るい生活の実現

に全力でサポート致します。 どんな

ことでも結構ですので気軽にご相

談下さい。
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　4 月より糖尿病専門外来を始め、徐々にではありますが患者様も増えつつあります。

しかし、まだまだ病院に受診されていない方も多いのではないかと思います。

「自分は大丈夫！」と思っていませんか？今や糖尿病は国民病です。誰がなってもおか

しくありません。

「健診で血糖が高いと言われたけれどどうしよう？」

「親・兄弟・親戚に糖尿病の人がいるけれど自分はどうかな？」

「こんな食事を続けていても大丈夫かな？」など、の悩みはありませんか？

　そうした悩みを解消するためにスタッフと患者様が自由に話し合える場所があれば

と考え、この度糖尿病サロンを開設することにしました。

　糖尿病に関する正しい知識を身につけ、それを実践し、迷った時には他人の意見に

耳を傾け、そして共に健康な状態を維持していく。自分ひとりでは続けられなくとも

みんなで協力し合って前に進んでいけるようスタッフ一同サポートしていきたいと思

います。糖尿病に関して心配事がある方はどなたでも構いません。もちろん、現在糖

尿病で当院あるいは他院通院中の患者様も大歓迎です。普段主治医には聞けない事を

ぜひ聞きに来てください。

　“サロン” とはフランス語で客間を意味する言葉です。気楽にお越しください。

日本糖尿病学会専門医

日本糖同病学会研修指導医

清 水　 匡 医  師

ただし

日時 ： 毎週水曜日　17 時～ 18 時

　　　 ： 毎週土曜日　11 時～ 12 時

場所 ・ 入江病院１階　

          糖尿病療養指導室

　私たち、もったいないプロジェクトのメンバーはこれ

までに、院内の光熱費等の節約、廃棄物の削減、エコキャッ

プ運動（ペットボトルキャップを回収しワクチンに変え

る）等の活動を行ってきました。今後も院内におけるエ

コ活動を継続していくとともに、地域の皆さまに貢献で

きるような活動も行っていきたいと考えております。

　今回、活動の一環として健診をテーマにした講演会を

企画しました。

「　あなたは生活習慣病になっていませんか？　」

　健診結果の見方もお教えします。これまでに健診を

受けられたことのある方は是非ご参加ください。

健診を受けるだけではもったいない
～生活習慣病になっていませんか？～

８月３１日  土

参加無料事前申込不要

糖尿病講演会のお知らせ

もったいないプロジェクト

時 間

対象者

場 所

内 容

午前１０:００～１２:００

入江病院３階 研修室

これまでに健診を受けられたことがある方

講演会　入江病院　清水 匡 （糖尿病学会専門医）

血糖・血圧の無料測定 糖尿病無料チェック

無料相談（健診結果を持参して頂いても結構です）

ペットボトルキャップの回収も行いますので、

是非お持ちください。

お問い合わせ先

　入江病院　もったいないプロジェクト　舩木まで　

　TEL　079-239-3121（代）



医療法人 
松 藤 会入江病院

〒672-8092　姫路市飾磨区英賀春日町 2-25

TEL：(079)239-3121( 代 )
FAX：(079)239-8975

ホームページ　http://www.irie.or.jp

編集後記
　いよいよ、夏本番です。レジャーや観光、スポーツなど、

楽しみがたくさんですが、暑さ対策、熱中症対策もお忘れなく！

特に、お年寄りや小さなお子様は屋内でも熱中症にかかる危険

があります。室温管理、こまめな水分補給を行ってください。

楽しい夏も健康であればこそ！！健康管理は大切に。

外来診療日程表

月 火 水 木 金 土診療時間 診療科目

総合診療科

午前診

午後診

（受付時間）

総合診療科

整形外科

脳神経外科

泌尿器科

胃腸科・消化器外科

予約

予約

外科・総合診療科

内　科

9:00~12:00

17:00~19:00

16:00~18:45

（受付時間）
8:00~11:45

　6 月 1 日 （土） 当院は創立 42 年を迎え、 創立記念式典を開催いたしました。

式典は院長の講話より始まり、 続いて 29 名の永年勤続者に対して表彰を行い

ました。

　式典後は記念ミュージカルとして NPO 法人キャトルリーフの皆様をお招きし、

「桃四郎の鬼退治」 を鑑賞しました。 今年で４回目となりましたが、 毎年、 プロ

顔負けの演技力、 そしてオリジナルで制作されている作品に心が打たれます。

　職員は院長の講話やキャトルリーフの演劇を通して、 感謝の心、 素直な心、 お

互いを尊重しあう心、 「人としてどうあるべきか」 という大切なことを感じることが

できたことと思います。

電話　079-238-5855　　FAX　079-238-5856　　

E-MAIL　ohnishi@irie.or.jp　（携帯電話からも可）

脳神経外科

整形外科 予約 予約

外科・総合診療科

内　科

広報誌に関するご意見はこちらまでお寄せ下さい

糖尿病内科

ご注意　: 糖尿病内科はすべて予約制です。

　 関東地方を中心に病院や高齢者施設などでミュージカルを行うボランティア団体です。

　 当院でのミュージカルは今年で 4 回目となり毎年、 心に響く作品を披露して頂いています。

　 ホームページ ： http://www.quatre.info/

NPO法人 キャトルリーフ

創立記念式典を行いました

予約 予約 予約


