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イベント紹介等

外来各科診療予定表

循環器睡眠時無呼吸外来を、毎週水曜日午前中、心臓血管外科で実施しています。

治療を希望される方は是非お越しください！担当医 循環器内科 佐々木康浩医師

※ 受付時間 午前 8：30～11：00（診療開始 9：00）
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いつも県立新居浜病院をご支援いただき

有難うございます。

今年も病院敷地内のサクラが綺麗に咲い

ていましたが、葉桜となり、新緑も過ぎ去

り、まもなくうっとうしい梅雨の季節到来

となります。季節の移り変わりが年ごとに

早く感じるのは歳のせいでしょうか？P 2

P 3

P 4

P 5

P6

愛媛県立新居浜病院

院長 酒井 堅

さて、病院を取り巻く環境も大きく変わろうとしています。こ

れまでは命に関わるような重い病気でも、慢性の病気でも、入院

治療が必要な患者さんはどこの病院でも受け入れしてきました。

今後は治療の内容によって病院を選んでいただくような制度にな

るかもしれません。急病には多くの医療ス ッタ フを集中的に投入

して、早く危機を脱していただき、安定期に入った患者さんや、

慢性の病気の患者さんにはその療養に必要な別の環境を提供し、

なるべく早く社会復帰や在宅医療で治療していただくというよう

な制度改革です。分かり易く言えば、病院の機能分担ということ

でしょうか。患者さんが分かり易い制度になることを願わずには

いられません。

最近びっくりするような調査結果がテレビで伝わってきまし

た。ウイルス性肝炎（症状のない患者さんも含む）の患者さんで、

病気が診断されても３割の患者さんしか定期的に病院にかかって

いないという内容でした。B 型肝炎、C 型肝炎と言われているこ

の病気は、放置すれば肝硬変や肝がんに進み、命に関わるもので

す。多くの患者さんは症状がないため、放置していることが想像

されます。医療に携わる人間として、病気が放置されないように

いかに説明責任を果たすか、考えさせられる報道でした。

健康管理は個々の責任であることは当然ですが、多くの病気は

症状が無かったり軽かったりして、気付くのが遅れる場合が往々

にしてあります。市町村で行われている検診や、定期的な人間ド

ックを有効に利用して健康管理を行っていただくことをお勧めし

ます。全ては転ばぬ先の杖です。健康な生活が何よりの幸せであ

ることを忘れないようにしたいものです。

循環器睡眠時無呼吸外来について (お知らせ ) 

院長ご挨拶

vol.24 
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医 師 大島 弘世

（おおしま こうせい）

Ｑ１ 専門分野は？
Ａ１ 循環器内科

Ｑ２ 医師になった理由は？
Ａ２ 人のためになる仕事がしたかったから。

Ｑ３ 趣味・特技は？
Ａ３ 旅行・園芸（観葉植物）

Ｑ４ 患者様に接する際、心がけていることは？
Ａ４ 話しやすい雰囲気作りとわかりやすい説明を心

がけております。

Ｑ５ ひと言どうぞ。
Ａ５ 初めての東予地区勤務です。

患者様へ最適の医療を提供できるよう頑張りま
す。。どうぞよろしくお願いいたします。

医 師 吉岡 真二

（よしおか しんじ）

Ｑ１ 専門分野は？
Ａ１ 放射線科です。

Ｑ２ 医師になった理由は？
Ａ２ 子供の頃に入院した際の担当医師に憧れました。

Ｑ３ 趣味・特技は？
Ａ３ 読書・映画鑑賞

Ｑ４ 患者様に接する際、心がけていることは？
Ａ４ 痛みや不安に共感できるよう心がけています。

Ｑ５ ひと言どうぞ。
Ａ５ よろしくお願いします。

医 師 德田 桐子

（とくだ きりこ）

Ｑ１ 専門分野は？
Ａ１ 小児科一般・小児血液腫瘍

Ｑ２ 医師になった理由は？
Ａ２ 自身が小児喘息だったため、病気の子供にかか

わる仕事がしたいと考えました。

Ｑ３ 趣味・特技は？
Ａ３ 旅行・ランニング

Ｑ４ 患者様に接する際、心がけていることは？
Ａ４ 話をしやすい雰囲気を作ること。

専門用語を避けて、できる限りわかりやすく説明
すること。

Ｑ５ ひと言どうぞ。

Ａ５ 信頼される小児科であり続けるよう努力したい

と思います。よろしくお願いいたします。

医 師 桑原 優

（くわばら ゆう）

Ｑ１ 専門分野は？
Ａ１ 小児科一般

Ｑ２ 医師になった理由は？
Ａ２ 自分がアトピー性皮膚炎なので、その治療に関

わる仕事をしようと思ったからです。

Ｑ３ 趣味・特技は？
Ａ３ 音楽鑑賞、スノーボード

Ｑ４ 患者様に接する際、心がけていることは？
Ａ４ 患者様が気になることを聞きやすい雰囲気を作

ることです。

Ｑ５ ひと言どうぞ。
Ａ５ 精一杯頑張りますので、よろしくお願いいたします。

新任医師紹介
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【５病棟スタッフ】

・医 師 ５名

・看 護 師 ３３名

・看護助手 ３名 ・病棟事務 １名

【病棟の特徴】

５病棟は平成２０年１２月に地域周産期医療の中核として、４病棟の産科とともに新生児科を

新設し、小児科及び新生児科で開設しました。

新生児科は NICU６床を有し、３５週以上の低出生体重児や先天性疾患を有する患者が入室しています。

NICU は開設７年目となり、地域に浸透し必要とされ入院患者は年々増加しています。毎週、産科・小児科

医師、助産師、NICU 看護師により周産期カンファレンスを行い母子ともにフォローできるよう努力してい

ます。

小児科は、一般的な感染性疾患から先天性疾患を有する患者まで多岐に渡り受け入れています。

また、愛媛全体でも有数のアレルギー負荷入院を受け入れています。

今年度からは小児科外来と一元化になり、まさしく

在宅から外来そして入院まで患者に必要な医療や看護が

提供できるようみんなで一丸となってがんばっています。

スタッフルーム 小児科外来

NICU

周産期カンファレンス アレルギー負荷試験外来診察室

沐浴病室
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薬剤部業務内容

内服薬等の調剤・院内製剤、注射薬の個人別セット調剤、服薬指導・お薬相談、薬歴の管理、医薬品情報の収集提供、

医薬品の管理と供給、薬剤管理指導業務、持参薬の確認業務、薬物血中濃度解析業務、抗がん剤の調製業務など、多岐

に渡っており、限られた人数の中でローテーションでの業務を行っております。

◆専 門 資 格◆

日本糖尿病療養指導士 1名(岡田）

ＮＳＴ専門療法士 2名(佐津間、稲見）

認定実務実習指導薬剤師 3名(岡田、佐津間、稲見）

日本ＤＭＡＴ隊員 1名(佐津間）

抗がん剤ミキシング

患者面談・服薬指導

◆他部門との協力体制◆

糖尿病療養指導部会、院内感染管理チーム(ICT)、栄養サポートチーム(NST)、心臓リハビリチームなどのチーム

医療へも参画し、チームの一員として安全で適正な医薬品使用に貢献しようと努めています。

◆おくすり手帳Ｑ＆Ａ◆

Ｑ１.おくすり手帳とは？

Ａ１.大切なお薬の記録です。

Ｑ２.薬局でおくすり手帳をつくってもらったけど、他の病院でも使えるの？

Ａ２.使えます。病院ごと、薬局ごとに分けるのではなく、すべて 1 冊で管

理して、どこでお薬をもらわれる時も記入してもらってください。

Ｑ３.いつも同じ薬しかもらわないが、おくすり手帳は必要なの？

Ａ３.「同じお薬を継続して服用している」ことを記録していれば、他の医療

機関を受診するとき等にチェックしてもらえます。

Ｑ４.活用方法をもう少し具体的に教えてください。

Ａ４.「旅行する時（病気等）や災害時」「一般用医薬品（OTC）や健康食品の

飲み合わせ」等を確認できます。必ず携帯しましょう。診察時、入院

時も「おくすり手帳」を持参して頂ければ服用歴等を確認できます。

薬剤部 です。みなさんこんにちは 県立新居浜病院

おくすり手帳は

お持ちですか？
？？？

＊周辺の保険薬局とも協力し、患者におくすり手

帳を病院へ持参するよう呼びかけ、医師に正確

な処方情報を提供できるようにしています。私がお答えします！

松原巨育薬剤部長
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地域行事（ボランティア活動）

発行元 愛媛県立新居浜病院 地域医療連携室 〒792-0042 愛媛県新居浜市本郷３丁目１－１

ホームページアドレス http://www.eph.pref.ehime.jp/epnh/ TEL 0897-43-6161(代表)

日頃より、ボランティア活動で、俳画を

掲示していただいています。

ボランティア活動で、御協力をいただい

ている灯俳句会の句碑の除幕式が行われ

ました。

句碑を囲んで記念撮影を行いました。 救命救急センター西側の灯俳句会

（代表：田坂清太氏）の句碑です。



薬剤部業務内容

内服薬等の調剤・院内製剤、注射薬の個人別セット調剤、服薬指導・お薬相談、薬歴の管理、医薬品情報の収集提供、

医薬品の管理と供給、薬剤管理指導業務、持参薬の確認業務、薬物血中濃度解析業務、抗がん剤の調製業務など、多岐

に渡っており、限られた人数の中でローテーションでの業務を行っております。

◆専 門 資 格◆

日本糖尿病療養指導士 1名(岡田）

ＮＳＴ専門療法士 2名(佐津間、稲見）

認定実務実習指導薬剤師 3名(岡田、佐津間、稲見）

日本ＤＭＡＴ隊員 1名(佐津間）

抗がん剤ミキシング

患者面談・服薬指導

◆他部門との協力体制◆

糖尿病療養指導部会、院内感染管理チーム(ICT)、栄養サポートチーム(NST)、心臓リハビリチームなどのチーム

医療へも参画し、チームの一員として安全で適正な医薬品使用に貢献しようと努めています。

◆おくすり手帳Ｑ＆Ａ◆

Ｑ１.おくすり手帳とは？

Ａ１.大切なお薬の記録です。

Ｑ２.薬局でおくすり手帳をつくってもらったけど、他の病院でも使えるの？

Ａ２.使えます。病院ごと、薬局ごとに分けるのではなく、すべて 1 冊で管

理して、どこでお薬をもらわれる時も記入してもらってください。

Ｑ３.いつも同じ薬しかもらわないが、おくすり手帳は必要なの？

Ａ３.「同じお薬を継続して服用している」ことを記録していれば、他の医療

機関を受診するとき等にチェックしてもらえます。

Ｑ４.活用方法をもう少し具体的に教えてください。

Ａ４.「旅行する時（病気等）や災害時」「一般用医薬品（OTC）や健康食品の

飲み合わせ」等を確認できます。必ず携帯しましょう。診察時、入院

時も「おくすり手帳」を持参して頂ければ服用歴等を確認できます。

薬剤部 です。みなさんこんにちは 県立新居浜病院

おくすり手帳は

お持ちですか？
？？？

＊周辺の保険薬局とも協力し、患者におくすり手

帳を病院へ持参するよう呼びかけ、医師に正確

な処方情報を提供できるようにしています。私がお答えします！

松原巨育薬剤部長

4

地域行事（ボランティア活動）

発行元 愛媛県立新居浜病院 地域医療連携室 〒792-0042 愛媛県新居浜市本郷３丁目１－１

ホームページアドレス http://www.eph.pref.ehime.jp/epnh/ TEL 0897-43-6161(代表)

日頃より、ボランティア活動で、俳画を

掲示していただいています。

ボランティア活動で、御協力をいただい

ている灯俳句会の句碑の除幕式が行われ

ました。

句碑を囲んで記念撮影を行いました。 救命救急センター西側の灯俳句会

（代表：田坂清太氏）の句碑です。

5


