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診療時間 月 火 水 木 金 土 日

午前8：30～12：30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ─

午後4：00～  7：00 ○ ○ ○ ─ ○ ─ ─
　─：休診

山中ジェネラルクリニック 社会福祉法人 在心会 

サンライズ長良

〒503-0114 
岐阜県安八郡安八町森部1870-1
 0584-63-2333

FAX 0584-63-0788

日曜日、祝日休診日

〒503-0114 岐阜県安八郡安八町森部1875-1
 0584-64-2328　FAX 0584-64-2448

安八郡
安八町の

院長 : 
山中 一輝

当クリニックは救急指定診療所で、入院施設もあり、地域の
皆様の安心のために、24時間体制で患者様の受け入れを
行っています。またリハビリテーション科では最先端の機器を
導入し、機能回復、運動器疾患のみならず、脳血管疾患の治療
にも力を入れています。今後も、患者様と家族の皆様の立場に
立ち、総合的な診断、治療ができるように努力して参ります。

入居者が相互に社会的関係を
築き、自立的な日常生活を営む
ことを支援し、明るく家庭的な
雰囲気の下、地域や家庭との結び
付きを重視した運営を行うよう
に努めています。

理事長 : 
山中 美惠子

ヘリポート

医局・看護部・システム開発部・図書室

急性期一般病棟
（整形外科・眼科・脳外科41床、外科・泌尿器科等44床）

急性期一般病棟
（内科41床、循環器内科・心臓血管外科44床）

急性期一般病棟
（産婦人科20床・内科・小児科44床）

手術室（7室）・ICU（8床）・HCU（20床）・
血液浄化センター

泌尿器科・脳外科・耳鼻咽喉科・産婦人科・眼科
ハイブリッド手術室・シネアンギオ・MRI・
内視鏡センター・化学療法室・採血室・生理検査室

紹介外来・救急医療センター・整形外科
CT・一般X線・X線TV・受付・PFM・医事課・薬局・
コンビニエンスストア

今の建物はどうなるの？
新館完成後は既存の本館も改修を行い、改修後
は介護老人保健施設および安定した状態の患者

さんを受け入れる病棟やリハビリテーションを行う病棟と
なります。本館と新館は渡廊下でつながれ、雨の日もぬれ
ずに移動することができます。

新館の特長を教えて！
ダ・ヴィンチや3T（テスラ）-MRをはじめとする
最新鋭の医療機器やヘリポートを備えた新館

には、262床の急性期病棟を整備。手術室も５部屋から
８部屋(うち1室はハイブリッド手術室)に増設するほか、
ICU(集中治療室)8床、HCU(準集中治療室)20床を
設けるなど救急部門を拡大。外来をはじめとする急性期
医療体制を強化します。

アメニティはどうなるの？
コンビニエンスストア「セブンイレブン」が設置され
るほか、患者さんの負担を軽減する動線やゆったり

した待合室など、 “癒しの空間”づくりをめざしています。

従前の1.5Tに比べて
倍増された静磁場を
有する最新鋭
機器です。

3T（テスラ）-MR
導入

かねてより建設中だった新館の工事が予定通りに進み、
７月にオープンする運びとなりました。新館では地域医療
機関との連携のもと、地域医療を担う中核病院としての
機能を強化し、地域の皆さまへ最良の医療を提供すること
をめざしています。
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血液浄化センター（7床）
が新設され、入院治療が
必要となられた患者さんは、
当院での入院治療および
入院透析ができる
ようになります。

関連施設

ハイブリッド手術室
高性能な透視装置と
手術寝台を設置し、最近
急速に増加している
各分野の血管内治療に
対応するための
手術室です。

ユニット型特別養護老人ホーム：110名

ショートステイ：２０名

地域密着型特別養護老人ホーム：２０名

デイサービスセンター：１０名

新館ノースウィング（北館）についてもっと知りたい！
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日　　時 ： 3月19日（水） 19：00～　
場　　所 ： 松波総合病院 3階講堂
テ ー マ ： 『高齢者診療における身体診断学』
講　　師 ： 松波総合病院　総合内科副部長　國枝 武重先生

第92回 すこやかネットワーク 医療関係者向

日　　時 ： 3月13日（木） 17：30～19:00
場　　所 ： 松波総合病院 3階講堂
テ ー マ ： 『全職員で取り組む感染対策
 ～あなたの参加が大切なんです～』
講　　師 ： 特定非営利活動法人　日本感染管理支援協会
 土井 英史先生

第79回 開放型病床カンファレンス 医療関係者向

日　　時 ： 3月27日（木） 18：30～20：00　　
場　　所 ： 松波総合病院 3階講堂
テ ー マ ： 『がんと高齢者の終末期栄養管理』
講　　師 ：  大阪府済生会中津病院　肝胆膵外科部長　
 近畿大学医学部外科　客員准教授　
 土師 誠二先生

第13回 
岐阜南NST研究会 医療関係者向

日　　時 ： 4月19日（土） 16：00～

第13回 
濃尾医療連携セミナー 医療関係者向予 
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救急科〈救急指定診療所〉
リハビリテーション科整形外科脳神経外科

内科外科

新館  ノースウィング（北館）
本館  サウスウィング（南館）
の名称で新たなスタートを切ります。

患者さんと

病院をつなぐ

かけはし　
社会医療法人蘇西厚生会

発 行

当院は、病院内・敷地内
全面禁煙です。
皆様方のご理解とご協力
お願いします。

 お気軽にお問い合せください。

〒501-6062  岐阜県羽島郡笠松町田代185-1
社会医療法人蘇西厚生会

かかりつけ医院のご紹介

講習会・イベントのご案内

名称決定!!

サウスウィング８階から見た新館。外観はほぼ
完成し、現在は内装工事と2つの病棟を結ぶ
渡廊下の建設が進められています。



田中 彬子

少しでも患者さんのお役に立ちたい
と、ホスピタルコンシェルジュ（接遇力
と実務知識を兼ね備えた人材）の資格
を取りました。笑顔と心配りを大切に、
患者さんの負担を少しでも軽くできた
らと願っています。

患者さん、
ご家族のための「よろず相談窓口」
お気軽にご相談ください。

松波総合病院「患者様総合相談室」では、入院、外来を問わず当院を
利用される患者さんやご家族の方が安心して療養が続けられるよう、
落とし物から医療費のことまで、あらゆる相談にお応えしています。

地域の皆さまと病院をつなぐ窓口です。
患者様総合相談窓口には、現在、男性スタッフ２名、
女性スタッフ１名、看護師１名、総勢４名のスタッフ
が常駐。患者さんに安心して診療を受けていただけ
るように、また、ご家族やお見舞いに来られた方にも
病院で気持ちよく過ごしていただけるよう、あら
ゆる相談にお応えしています。さらに「医療安全
相談窓口」として、医療安全に関するご相談、ご意見
などを伺い、患者さんに安全な医療を提供できるよ
うお手伝いをしています。また、お薬に関すること

は薬剤師へ、介護や福祉の制度のこと
は医療ソーシャルワーカーへという
ように、ご相談内容によっては、より
詳しい担当部門や専門の相談
員へご案内しています。

目配り・気配り・心配りで患者さんをサポート。
私たちスタッフがいつも心がけていることは、
「目配り・気配り・心配り、そしてていねいな対応」。
まずは患者さんやご家族の相談を傾聴し、親身に
なってより良い解決策を見つけ出すお手伝いをして
います。また、患者さんが来られるのを待っている
だけでなく、困っている患者さんをみかけたらこちら
から声をかけるなど、患者さんの不安を少しでも
取り除いてあげたいと思っています。相談窓口を開設
して８年。患者さんから感謝の言葉や素敵な笑顔
をたくさんいただきました。それが何より嬉しく、
私たちの原動力になっています。
当院に来院されて、お困りのことや知りたいことが
あったときは、正面玄関から入って突き当たりの
「患者様総合相談窓口」にお越しください。

◉ 入院・手術などの医療費の支払いが心配
◉ 医療に対する安全性へのご相談
◉ 車いすなどのサポートがほしい
◉ 何科に受診したらいいのかわからない
◉ 面会の方への病室のご案内
◉ 院内の場所がわからない
◉ 当院の職員や診療について、意見や苦情・要望がある
◉ こんな相談はどこに行けばいいのかわからない

患者様総合相談窓口

足立 成道

吸入薬について

皆さんは床ずれ（褥創）という言葉をご存知でしょうか？
床ずれとは病気やけがで寝たきりになった場合に体の
一部分とベッドが長い間接触・圧迫していると血行が
悪くなり、周りの組織が死んでしまうことをいいます。
床ずれの主な原因としては、摩擦・ずれ、低栄養、
感覚障害などが挙げられます。
そこで寝たきりとなりやすい患者さんに床ずれ対策
としてリハビリにてポジショニングを行います。ポジ
ショニングとは、体を動かせない患者さんに対して
クッションやタオルを用いて姿勢を変え、楽で安定

吸入薬を使ったことはありますか？
吸入薬とは液剤を霧状に、又は粉末状の薬を口から
吸い込み肺や気管支で吸収されるようにした製剤
です。内服した場合よりも少量で効果が現れ、副作用
が少ないのが特徴です。
吸入薬は主に、気管支に作用することが多いですが、

した姿勢で寝てもらうための手段のことをいいます。
ポジショニングの目的は床ずれの予防だけでなく、
むくみの改善、関節の変形の予防等が挙げられます。

ポジショニングは患者さん本人が楽であるということが
大事になるので表情や訴えをよく確認しながら行うよう
に心がけましょう。ポジショニングについてわからない
こと、相談したいことがありましたらお気軽に、主治医や
リハビリスタッフに声をかけてください。

最近ではインフルエンザの薬であるリレンザやイナ
ビルという吸入薬があります。イナビルは一回の吸入
でインフルエンザ治療ができる薬です。
ただし、吸入薬は投与方法が不十分であると効果が十分
に現れなかったり、副作用が出てしまったりするため、
しっかり吸入方法を覚えるようにしましょう。
例えば、「アドエア」や「フルタイド」という喘息治療薬に
含まれる「ステロイド」という成分は、吸入後にうがいを
しないと舌にカンジダというカビができることがあり
ます。そのため、しっかりうがいをするようにしましょう。
幼児、乳幼児にはネブライザーという機械を用いて
薬を吸入させる方法や、上手に吸えない場合には補助
器などもあります。

ポジショニングで床ずれ予防！

くくすりすり の のお話しお話し
知ってトクする

 リハビリ　　知識　まめ

西脇
薬剤師

西脇
薬剤師のの

作業療法編吉

本作
業療法士

吉

本作
業療法士

のの
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「TNT-D認定管理栄養士」を取得しました。
当院には医師、管理栄養士、看護師、薬剤師など多職種で構成された栄養サポートチーム
（NST）が設立されており、入院中の患者さんの栄養状態の改善または低栄養予防を目的
に活動しています。なかでも管理栄養士には食事管理だけではなく、チューブを通して流動食
を胃や腸へ直接入れる経腸栄養や、静脈内に水分、栄養分を投与する静脈栄養を合わせて
管理する幅広い栄養の知識と技術が求められます。そこで、栄養管理教育プログラム「TNT‐D
（Total Nutrit ion Therapy for Dietit ian）」を受講し、経腸栄養管理や静脈栄養管理を
含めた総合的な栄養管理について学び、TNT-D認定管理栄養士を取得しました。これらの
知識を生かし、今後も栄養サポートチームの一員として患者さんの栄養状態を改善し、治療に
貢献できるよう取り組んでいきたいと思います。

❶ 体を支える位置や場所を考え、
　 骨が出ている部分を避ける
❷ 体を支える面を広くする
❸ 長時間同じ姿勢でもずれないようにする
❹ 2時間おきに体の向きを変える　　など

ポジショニングのポイント

TNT-D認定管理栄養士
栄養科  丸藻 朋子

月～金 ８：00～17：00
土 ８：00～12：00

058-388-0111（代）TEL

相談窓口

私たちがお待ちしています！

総合内科

整形外科 ?

?
たとえばこんなご相談をお受けしています

患者様総合相談窓口のご紹介


