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新任職員紹介
事務長 滝口 俊孝

内科医 米井 梨華 先生

長狭で生まれ育った私にとって、この病院は、
はじめまして。今年の４月から鴨川国保
怪我をしたとき、熱が出たとき、歯を治療す
病院の勤務となりました、米井(こめい)
るときに必ずお世話になる場所でした。家族
です。昨年までは君津中央病院で研
を看取っていただいたこともあります。現在、
修をしていました。千葉県出身ですが、
2020年度の開院を目指して新病院の建設
鴨川は初めてなので、これから色々な場所を見たり、 が進んでいます。過疎化・高齢化が進む地域にあって、医
行ったりするのを楽しみにしています。不慣れなことが
療・介護の連携拠点、災害時の拠点としての機能を強化
多く、外来ではお時間を頂くことがあるかもしれませんが、し、皆さんが健康を保ち、元気に活躍できる環境づくりに精
どうぞ宜しくお願い致します。
一杯努力していきます。

吉田 泰行

浦邊 彰紀

長嶌 千春

４月１日から、事務局
４月の人事異動で事
皆様こんにちは。この度
庶務係に勤めることと
務局庶務係に転入し
事務局庶務係に配属
なりました吉田泰行と
てまいりました。病院勤
となりました、長嶌千春
申します。以前は水道
務は初めてですが、他
と申します。まだまだ不
局で主に経理の仕事
のスタッフと協力をしな
慣れではございますが、
をしていました。病院勤務は、初めてで がら、より良い病院づくりを目指して、努 地域の皆様の安心・安全の為に、明
分からないことばかりですが、早く皆さ 力をしていきますので、よろしくお願いし るく、元気に精一杯頑張ります。どうぞ
んのお役に立てるよう頑張ります。
ます。
ご指導の程よろしくお願い申し上げます。
※休日救急当番医 ５月３日（金） 急患のみ受付
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第51回公開講座
内科医 米井 梨華先生
｢高血糖は何で悪いの？｣
6月8日(土)
14時～15時

医科全般

午前 ８時３０分～１１時３０分

午後１時３０分～４時

歯科(要予約)

午前 ８時３０分～１１時３０分

午後１時３０分～４時３０分

※木曜日のみ午後６時まで

医科において、受付整理札を午前６時より配布します。午前８時３０分からの受付時に不在の場合は無効となりますので必ずお越しください。
都合により変更することがありますので、詳細は受付にて外来診療担当表または電話にてご確認ください。
保険証・診察券は、来院時に必ずご持参ください。
一日
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急患の方は、常時受付けいたします。
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人間ドックのご案内
健康を保つためにも少なくとも年に1度は
定期的に受けることをお勧めいたします
日帰りコース
一泊コース

４１，０００円
７２，０００円

詳細は病院受付、または電話で
お問い合わせください

要予約
要予約
18時まで
要予約
要予約

訪問リハビリ始めました
寝たきりの予防。退院後、在宅で
の生活が不安な方、外出や通院
が困難になった方…など

希望される方は
訪問看護ステーションまで

☎04-7097-1435

リハビリ

11時から

入院患者様の面会について
一般病棟 午後１時～午後６時
療養病棟 午後１時３０分～午後７時
院内感染予防対策として、ただ今 中学生以下の面会は
制限させていただいております。尚、体調のすぐれない方も
ご遠慮願います。入院患者様への面会に来られる方々は
ご理解ご協力いただけますようよろしくお願いいたします。

第50回 公開講座 ｢心不全について｣ 川上 寛人先生

子ども・子育て支援講演会
２月11日ふれあいセンターに於いて子ども・子育て支援
講演会が開催されました。松戸市子ども部審議官の胡内
敦司氏と平成26年3月まで
国保病院に勤務していた小橋
孝介氏がそれぞれ子どもの貧
困、児童虐待について講演さ
れました。身近な問題として、
一人一人の市民が
出来ることを考える
機会となりました

3/2 当院内科川上医師
が、「心不全について」の話
をしていただきました。50名
以上の方々に参加いただき、
参加者からは「とても分かり
やすかった、また参加したい」
などの声を多数いただきまし
た。ありがとうございました。
川上先生は3月末で退任となり、今回が最後の公開講座
でした。次の勤務先でも頑張ってください！

3/19 勉強会「排泄管理・ケアについて」
排尿・排便についての悩みは、多く
3/23 「南房総100㎞・75㎞みちくさマラソン」 の方が抱えています。病気によるも
当院職員、山田裕子さん・鎌田はるみさんが のや生活習慣によるものなど、対
75㎞の部に参加して 策も人それぞれです。今回の勉強
会では、その観察方法や対象者
きました。朝5時に
に合ったコントロールの仕方を学ぶ
勝浦をスタートし、
海岸線を巡り、白浜 ことが出来ました。
野島崎灯台までを
療養病棟 春を楽しむ会
美味しい特産品を
4/6今年も天候に恵まれ、平成
頂きながらの14時間
最後となる桜と、団子ならぬプリン
を堪能し、儚い桜と過ぎ行く時代
の時間制限以内で無事
に少し寂しさも感じつつ、いつも以
ゴールできました
上に印象深いお花見となりました

予防医療のススメ

⑫脂質異常症の予防について

今回は脂質異常症の予防に関してとりあげます。もともと高脂血症という呼び方を
されていましたが現在は、血液中の(1)悪玉(LDL)コレステロール値が高い、(2)中性脂
肪値が高い、(3)善玉(HDL)コレステロール値が低いことをまとめて、脂質異常症と呼
ばれます。脂質異常症はそれだけでは症状はありませんが、次第に全身の血管に動
脈硬化が起こり、血管が狭くなります。心臓の血管が詰まった場合には心筋梗塞に、
脳の血管が詰まったときは脳梗塞になってしまいます。脂質の目標値は一人ひとり違
います。心筋梗塞や狭心症、脳梗塞をすでに起こして治療中の方や、糖尿病や高血
圧、喫煙など他の動脈硬化を進めやすい状況にある方は、より低い数値を目指す必
要があります。自分の目標値がどのくらいかは「吹田スコア」で計算できますので、医療
機関で相談してください。予防のためには、食事療法、体重の是正、禁煙、
運動療法といった生活習慣の改善が大切です。生活習慣の改善で数値
が目標まで下がらない場合は、薬による治療を行うこともあります。まずは
自分の脂質の値を健診や医療機関で知ることから始めて、高い値の場合
には医療機関での相談をお勧めします。
内科医 柳本 蔵人
次回は「⑬糖尿病の予防について」です。
病院ホームページ https://kamogawakokuho-hp.com/
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これからの季節、行楽での
山や川へのハイキングや
農業での田畑に入る際は
十分に気をつけてください。

病院敷地内禁煙
当院では皆様の健康のために
禁煙を治療の一環として
禁煙外来診療をしています。
敷地内での全面禁煙にご理解
ご協力をお願い致します。

０４-７０９７-１２２１(医科)
鴨川市立国保病院（一般病棟・療養病棟） ０４-７０９７-１２２２(歯科)
〒296-0112

千葉県鴨川市宮山２３３番地

内科・小児科・整形外科・歯科・リハビリテーション科

セブンイレブン

マムシに注意しましょう

診療科 泌尿器科・眼科・循環器内科・神経内科・皮膚科・耳鼻咽喉科

国保訪問看護ステーション
国保ヘルパーステーション
〔併設〕 国保ケアプランサービス
医療・介護連携支援室
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