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地域をつなぐかけはしに

　放射線科診療部では、一般撮影、ＣＴ、ＭＲＩなど
各種Ｘ線撮影をおこなっており、健診受診者のＸ線
撮影が多いのが特徴です。
　現在、診療放射線技師は9月より女性技師が1名増
え、5名で対応しています。女性技師がマンモグラ
フィー検診などに対応出来るようになりました。これ
からも受診者の方々の気持ちに配慮出来るよう努め
てまいります。
　またＸ線検査についてご不安な方もお気軽にご相
談ください。

職場
紹介 放射線科診療部 女性技師を採用しました！

次回は「薬剤科」です。

　今年6月から整形外科に赴任しました。
　月・水・木曜日に整形外科外来を、火曜日に内科外
来を担当しております。また、入院患者様の担当や整
形外科手術も担当しております。
　皆様が普段困りがちな領域の相談を気軽にしてい
ただける医師を目指します。
　高浜町が父の地元であり、ここで長く皆様のお役に
立っていきたいと思っております。地域に根付いた医
療を提供できるよう精進して参りますのでよろしくお
願いします。

海透 優太整形外科・内科  医師
かいとう ゆうた

　10月から内科に赴任致しました 安原大生と申し
ます。
　高浜町には医学生の時に町主催の地域医療のイ
ベントに参加させて頂き、高浜の海と地域医療に魅
了され、この高浜の地に参りました。専攻は総合診療
で地域のニーズに合わせた医療を展開していく所存
です。
　皆様には健診で指摘された生活習慣病から万が
一の救急疾患まで総合診療を届けられるよう日々精
進の毎日です。どうぞよろしくお願いします。

安原 大生内科  医師
やすはら ひろき
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ふれあい看護体験ふれあい看護体験

　平成29年度看護ふれあい体験を、8月7日に実施しました。
　今年は、11名の高校生が名乗りを上げ、2か所の病棟と介護老人保健
施設で患者さんや利用者さんとふれあうことができました。
　足浴やリハビリテーション見学など、参加者全員からは貴重な体験が
できたという感想が寄せられました。
　近い将来に若狭高浜病院で一緒に働けることを、職員一同願っています。

ふれあい看護体験2017 アンケート結果  【学年】1年生：2名、2年生：7名、3年生：2名  計11名

1看護師およびその仕事に対する
イメージの変化について〈全学年〉

3印象に残ったことや感想

2看護師になりたいと思いましたか
※1名無回答

やりがいのある仕事

大切な仕事

責任のある仕事

素敵な仕事

厳しい

忙しい

難しい
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とても思った おおむね
そう思った

参加前

どちらとも
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思わなかった 思わなかった
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●老健施設に行ったので介護士の仕事にも興味を持ち
ました。
●病院には様々なフロアがあり、いろいろな人がたくさ
んの人の身体を支えているのだなと改めて思いました。
●いろいろな貴重な体験をさせていただいたり、リハビ
リの電気治療もさせていただいて楽しかったです。
●とてもやりがいのある仕事で興味をもった。
●私は、今回お年寄りの方と直接触れ合うことができと
てもよかった。また、入ったことがないような貴重な
部屋にも入ることができ、いい体験ができました。
●私は患者さんの足浴を手伝わせてもらったのですが、
患者さんの笑顔が見れてとてもよかったです。

●今回は患者さんの足や手を洗わせていただいて、患
者さんとのコミュニケーションがすごく大事なんだと
思いました。
●老健施設で体験させていただいて、リハビリの手伝
いをさせてもらいました。一人ひとりにあった対応を
しなければいけないのでとても大変だと思いました。
●とても勉強になる体験でした。ありがとうございまし
た。
●車椅子を押したり、足浴をしたり、とても貴重な体験
ができてよかったです。
●やりがいのある仕事であるということを実感できまし
た。
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え、5名で対応しています。女性技師がマンモグラ
フィー検診などに対応出来るようになりました。これ
からも受診者の方々の気持ちに配慮出来るよう努め
てまいります。
　またＸ線検査についてご不安な方もお気軽にご相
談ください。

職場
紹介 放射線科診療部 女性技師を採用しました！

次回は「薬剤科」です。

　今年6月から整形外科に赴任しました。
　月・水・木曜日に整形外科外来を、火曜日に内科外
来を担当しております。また、入院患者様の担当や整
形外科手術も担当しております。
　皆様が普段困りがちな領域の相談を気軽にしてい
ただける医師を目指します。
　高浜町が父の地元であり、ここで長く皆様のお役に
立っていきたいと思っております。地域に根付いた医
療を提供できるよう精進して参りますのでよろしくお
願いします。

海透 優太整形外科・内科  医師
かいとう ゆうた

　10月から内科に赴任致しました 安原大生と申し
ます。
　高浜町には医学生の時に町主催の地域医療のイ
ベントに参加させて頂き、高浜の海と地域医療に魅
了され、この高浜の地に参りました。専攻は総合診療
で地域のニーズに合わせた医療を展開していく所存
です。
　皆様には健診で指摘された生活習慣病から万が
一の救急疾患まで総合診療を届けられるよう日々精
進の毎日です。どうぞよろしくお願いします。

安原 大生内科  医師
やすはら ひろき
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テーマ「認知症患者への対応について」
地域包括ケア研修 事例検討会
テーマ「認知症患者への対応について」

高浜町健康マイスター養成塾
「体力とリハビリ」
高浜町健康マイスター養成塾
「体力とリハビリ」

　平成29年1月19日、「体力とリハビリ」というテーマで講義を行いました。
　今後増加していく75歳以上の後期高齢者の
健康寿命を延ばしていくために、高齢者の介護
予防が大きな問題となり、高齢者の体力増強
が今後の大きなテーマとなる。
　高齢者は若年者に比べて、柔軟性とバランス
が低下してくる。
　運動の目安として
　　①全身の筋肉を使用した運動で
　　②「ややきつい」と感じる程度の強度を
　　③週2回程度の頻度で継続すること
が効果的です。

　平成29年７月２６日、院内及び老健職員
による、多職種連携教育の取り組みとし
て、地域包括ケア院内研修会〈事例検討
会〉を開催しました。
　事例検討会は、実際に関与している事例
を通して、家族や地域の理解を促す手法
の一つであり、多様な視点でより効果的な
対応策を導き、その状況改善に向けて行
動できるという目的があります。
　今回のテーマ「認知症患者への対応につ
いて」から、町内に存在する事例をアレン
ジして２例提示し、ワークを行いました。

リハビリテーション
科
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若狭高浜老健

「介護フェア」を開催します！

日 時／

場 所／

看護フェア看護フェア
高浜町産業まつりで

「看護フェア」を開催します。

平成29年
11月3日（祝・金） 
10：00～15：00
エルドらんど

●病院・在宅看護の案内
●健康チェック
●脳内年齢チェック など

テーマ『どれくらい知っていますか
？自分のカラダ』

　　　●体力測定　　　 ●栄養相談

　　　●バイタル測定　 ●高齢者疑似体験

第３回を迎えます「介護フェア」を本年も行います。

日時／平成29年11月12日(日) 10：00～14：00

場所／若狭高浜病院附属介護老人保健施設

若狭高浜病院附属介護老人保健施設

文化祭作品展示
日時／平成29年11月に実施予定
場所／若狭高浜病院附属介護老人保健施設内

皆さま、お誘いあわせの上、どうぞお
越しください。

　今年の納涼祭は、テーマに『家族と一緒に…』を掲げ一緒
に楽しめるよう、お盆休み前の日に日程を変え、夜店や家
族席の充実に力を入れました。連日準備を重ね待ち望んだ
当日、夕方からまさかの雨で室内へ…。
　予定が大幅に変更になりましたが、多くのご家族様や近
隣の方々にお立ち寄りいただき、とても賑やかなお祭でした。
　恒例の、高浜町婦人会さんの盆踊りや名田庄太鼓さんが
場を盛り上げてくださいました。後半は雨が上がり、外で間
近で大太鼓の見物ができました。学生ボランテイアさんた
ちにも感謝です。

是非、
ご覧ください

納涼祭が行われました！！ 平成２９年８月１０日（木）
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若狭高浜駅
より

徒歩１０分

診療受付時間のご案内

午前 ８：００～１１：３０
（耳鼻いんこう科のみ１１：0０まで）

（耳鼻いんこう科のみ2：3０～4：0０まで）
  午後

◆内科・外科（火・木曜のみ）
   ◆整形外科（金曜のみ）
◆耳鼻いんこう科（月・水曜のみ）

１：３０～４：００

　入院や退院に関するご相談
や、介護保険制度等について
ご説明いたします。
　退院後の在宅サービスや、
施設のご紹介等もさせていた
だきます。お気軽にお申し出
下さい。

１F外来ホール北側出入口場所
土曜日、日曜日、祝祭日および年末年始休診日

受診開始は9：００からです

受診開始は2：００からです

ご案内図

◆婦人科（火曜、第2・4金曜のみ）
◆耳鼻いんこう科（木曜のみ）
◆   内科〈循環器内科〉（木曜のみ）

この印刷物は、環境にやさしい野菜油インキを使用しています。

外来診療担当医表

※都合により担当医師の変更が発生する場合がございます。最新の情報はホームページをご覧ください。

診療科名 月 火 水 木 金
平成２９年10月１日改定

内　　科

外　　科

整形外科

耳鼻いんこう科

婦人科

内科・外科
　　　　　　　　　健康診断

午前

午前

午前

午後

午前
午後

午前

午後

１診

２診

１診

１診

１診

１診

１診

受付１１時まで
受付16時まで

加藤　安宏

川﨑　佑輝

三浦　正博
1・3・5週 出淵　雄哉

2・4週 山本　悠介
1・3・5週 出淵　雄哉

2・4週 山本　悠介

2・4週 冨士井杏子

寺坂　千夏

武藤　　理

　　1・3・5週 刑部正人
　　2・4週 松尾清成

三浦　正博

海透　優太

寺坂　千夏

武藤　　理
安原　大生

循
環
器

加藤　安宏

安原　大生

河野　幸裕

海透　優太

寺坂　千夏

川﨑　佑輝

1・2・3・5週 川﨑　佑輝
4週 小淵 岳恒 or 伊藤有紀子

海透　優太

三浦　正博

長谷　健司

吉田　好雄

4週 小淵 岳恒 or 伊藤有紀子
河野　幸裕

加藤　安宏

安原　大生

河野　幸裕

海透　優太

寺坂　千夏

三浦　正博

月2回です

　「虹」も今回で第 8 号になりました。次号より新メ
ンバーを迎えて編集いたします。 
　皆様のご意見ご要望ございましたら、編集担当
までメールでご連絡ください。

●接種期間 ／
●受付時間 ／
　▶主に高校生以下対象…毎週月曜日（17：30～18：00）
　▶その他の方…月～金曜日（11：00～11：30）
●接種場所 ／
●料　　金 ／

●お申込み ／

平成29年10月中旬～12月下旬

健康管理センター
お問い合わせください。

予約制となっています  予約・お問い合わせは
若狭高浜病院 健康管理センター 窓口
　または TEL72-1703 にご連絡ください。

「高浜町 及び おおい町在住の
65歳以上の方」は

町からの補助があります。
必要書類を持ってお越しください。
詳しくは、各町保健センターに
ご相談ください。

インフルエンザワクチン
予防接種について

予約制 平成29年10月1日から 
診察日が 火・木・金 ⇒ 月・水・木 へと変わり
受付時間も一部変更となります。
※火・金は休診日になります。

学校帰りにも受診しやすいよう、夕方の診察時間を設けました。
症状が重くなる前の、早めの受診をおすすめします。

耳鼻いんこう科 
寺坂 千夏 医師

「耳鼻いんこう科」からのお知らせ

E-mail main@takahama.jcho.go.jp

AM

PM

月 火 水 木 金

×

◎
【受付時間】
14：30～16：00

【受付時間】
14：30～16：00

【受付時間】
8：00～11：00

×

×

×

◎

◎

×

×

×


