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青空がまぶしく感じられる今日この頃、今年も早や4か月が過ぎました。春から初夏へ、
桜の季節から新緑へ、毎年めぐる季節ですが、自然界の美しさと躍動感には圧倒され
こと ほ

ます。また、元号も「平成」から「令和」へと変わり、感慨深さと新時代を言祝ぐ高揚感と共に、新たな思いで
邁進すべく身の引き締まる思いです。
この度、私たちの取り組みを地域の皆様にもっと知って頂きたく、広報誌「あなたと共に」を発刊すること
にいたしました。
私たちは、地域の皆様の健康に寄与するために、日々新しいことに取り組んでいます。しかしながら、せっ
かく新しいことを取り入れて、より良い医療ができるようになっても、皆様に知って頂き、利用して頂かなけれ
ば地域の皆様に貢献できません。今まで十分な広報ができていなかったため、当院の情報が皆様のお耳ま
で届いていない状況があったことを反省し、皆様に当院を知って頂くことから皆様の健康をサポートできれ
ばと思っています。
内容といたしましては、当院の医師の紹介や得意としてい
る治療、様々な職種の紹介、当院の行事や取り組み、
新たな機器の紹介、病気や栄養のこと、健
康維持・増進に役立つ情報、皆様
からの温かい声などを予定し
ています。
今後も地域の皆様に喜ん
でいただけるよう、職員一同
取り組んで参りますので、よろ
しくお願いいたします。
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私たちは地域の先生方と連携をとりながら
泌尿器科

脳神経外科

当 科は開 業 以 来 68

頭痛や物忘れで困っ

年の歴史を持ち、泌尿

ていませんか？頭 痛は

器科症状全般に対応し

気分の変調や不安も引

ています。特に腎･尿管結石は日帰りでの破砕治療が

き起こし日常生活や仕事に支障をきたします。また、認

可能で、市内一の治療実績です。また女性の尿もれの

知機能の低下が進行すると生活の質が低下してしまい

悩みには、女性医師の専門外来と看護師による相談窓

ます。当科では頭痛、めまい、認知機能低下など様々な

口も設けています。泌尿器の症状は誰もがご相談しにく

症状や疾患に対し、頭部CTやMRI、脳血流SPECTや

いものですが、
スタッフ一同、
「気軽に受診できる診療科」

脳波検査、血液検査などを行い、診断治療に対応して

を目指していますので、お気軽にご相談ください。

います。

整形外科

救急科

患 者さんの健 康

診療時間内に救

維 持、生 活 の 質 の

急の専門医が常駐

改善をお手伝いしま

し、内科や外科など

す。整形外科全般に

の専門科にかかわら

対応し、低侵襲治療に力を入れています。腰部脊柱管

ず、身近な病気やケ

狭窄症や腰椎椎間板ヘルニアなどに対して脊椎内視

ガから重症症状まで、幅広い範囲で治療を行っています。

鏡手術を行っています。脊椎の骨折やすべり症など固

急な体調不良やケガでご心配な際は、お気軽にご来院

定が必要な場合もできるだけ低侵襲で患者さんの体に

ください。患者さんや地域の皆さまへ貢献できる救急を

負担が少ない治療を提供します。

目指しています。

消化器内科

外科

当科では主に消化器

当科は消化器・

（食道・胃・小腸・大腸）

呼吸器の一般外科

の病気を専門的に診察

を中心に、胆石症、

しています。胃もたれ、胸やけ、腹痛、下痢、便秘などの

ヘルニア、虫垂炎、

腹部症状のある方は、最新の電子内視鏡やレントゲン、

肺疾患などを診察しています。治療が出来るだけ短期

CTやMRIを用いて検査します。特に早期癌の診断や

間で終了するように心がけ、来院日に可能な限り検査を

内視鏡を使った治療を積極的に行っています。また、炎

行い、その日のうちに診断し、手術方針を決定します。

症性腸疾患（潰瘍性大腸炎、クローン病）
と呼ばれる難

お待たせしない速やかな治療計画で進めています。

病の腸の病気の治療にも力を入れています。
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ら、患 者さま、 地 域の皆さまに貢献します
産科

婦人科

当院は妊婦さんに

婦人科疾患全般

とって最適な分娩方

に 対 応しています。

法でお産に望んでい

腹 腔 鏡 下 手 術・経

ただけるようソフロロ

腟手術・開腹手術な

ジー分娩・無痛分娩・帝王切開術を24時間対応してい

ど、どの治療法が患者さんにとって適切か、十分な説明

ます。里帰り出産をする方も多く「
、安全で満足できる出産」

の上、患者さんが納得できるように治療方針などを決め

「産む人の主体的な出産」
を目指しています。
「分娩リハー

ています。他の医療機関からの紹介も多く、地域のかか

サル」や「パパママ学級」など様々なセミナーも開催し、

りつけ医とも連携しています。患者さんの側に立って、
「ベ

スタッフ全員が協力して支援しています。

ストを尽くす」をモットーとしています。

一般内科

循環器内科

内科疾患を幅広く

心疾患全般に対

診療しています。
「普

応しています。息 切

段とは違って何か体

れ や 胸 痛、不 整 脈

調がおかしい、でも

や高血圧など、日常

どの科にかかったら

生 活の中で気にな

よいのかわからない」など、お困りの際はお気軽にご相

る症状があれば、いつでもご相談ください。また、禁煙

談ください。患者さんの訴えに耳を傾け、原因を分析し、

外来、ペースメーカー外来、睡眠時無呼吸症候群外来

必要に応じて各専門医と連絡を取り対応します。

も行っています。2名の医師が、質の高い診断・治療を
提供しています。

放射線治療科

放射線科

当科では最新の高

CT・MRIの検査

精度放射線治療装置

は、24 時 間 365 日

（Vero4DRT）
を用いて、

撮影が可能な体制

地域のがん診療を行う

で、近隣医療施設

医療機関や院内の各診療科の先生と連携し、患者さん

からの紹介検査に

にとって最良のがん治療を提供できるよう努めています。

も対応しています。2019年1月より最新機種のMRIを導

また、癌に対するどのような相談でも看護師が対応して

入し、スタッフは症例検討や勉強会を行うことで、より質

いますので、お気軽にご相談ください。

の高い検査結果を提供できるよう力を合わせて努力し
ています。

▶▶▶ 次号はセントラル・クリニック伊島の紹介を予定しています。
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kohjin news

新入社員のご紹介
4月1日に24名の新しい仲間が加わりました。
入社式後2週間の集合研修では、
「人」として・社会人として・
組織人として、まず私たちはどうあるべきなのか、そして社会や医
療を取り巻く環境や医療人としての基礎知識、組織が大切に育
んでいることについて学びました。また、研修の最後に行った研修施設には座禅堂があり、静かな環境で座禅をす
ることで、心新たに人として、医療者として成長することの決意を持ちました。医療を提供させて頂く私たちが、生きて
行く上での「軸」として「心を育て、恥じない生き方で、人の役に立つ」ために、どのように毎日を過ごして行くのかを
真剣に考えられた時間となりました。
現在は先輩の指導のもと、患者さんと向
き合いながら現場でそれぞれの役割を担え
るよう一生懸命に励んでいます。今後も1年
間の研修プログラムを通して、現場で経験を
積みながら、技術や知識の習得と共に、
「心
の成長」に取り組む姿を見守っていきたいと
思います。

MRI最新機種導入のご案内
1月より最新機種3.0テスラMRIを導入しました。MRIというと「中が狭い」
「検査時
間が長い」
「検査の音がうるさい」といった印象をお持ちだと思います。しかし、今回導
入した機種は、高画質・高精度で診断レベルが大幅に向上するのはもちろんのこと、
患者さんに優しい検査環境を実現しています。
まず、撮影する時に入っていただくMRIの空間の幅が10㎝広くなり、圧迫感が軽減
されました。そして、最新の時間短縮撮像技術により、従来の機種に比べて撮影時間
が大幅に短くなりました。また、検査中の騒音、温度、暗さに対応可能な機能を備えて
おり、ヘッドホンで音楽を聴きながら快適に検査を受けていただけます。
※MRI検査は医師の指示にて行う検査になりますので、まずは、かかりつけの先生に相談してみてください。

編 集 後 記
今年度より広報誌「あなたと共に」を発行することとなりました。広報誌のタイトル「あなたと共に」は当組織

の経営理念でもあります。大切な方の「そばに寄り添う」という思いを込めて、全職種で広報誌の作成に取り組

みました。皆様に当院の医療や職員のことを知っていただき、より身近に感じてもらえる存在になりたいと思っ

ています。今後も地域の皆様との繋がりを大切にし、楽しく親しまれる広報誌を発行してまいりますので、どうぞ

よろしくお願い致します。また、ご意見ご感想などお聞かせいただけましたら幸いです。
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