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内科医 川上 寛人先生
寒い日々が続いていましたが少しずつ暖か
な日が増え、春の訪れを感じる今日この頃
です。鴨川市立国保病院での勤務期間は
２年間であり、2019年3月で終了となりま
す。私が赴任した2年間、温暖な気候の中
で気持ちよく仕事をすることができました。
千葉県の北部で生まれ育った私にとって、
鴨川の地域医療に携わることができたことはとても貴重な経験で
した。自然あふれる南房総の海や山へ訪問診察で赴いたことは特
に印象に残っております。また、医療スタッフがチームを組んで
患者様の生活に寄り添い医療を行う国保病院のスタイルは、都心
部の大病院では経験できないことであり、私自身医師として
成長することができたと思います。この２年間の
経験を生かして今後も尽力していきたいと考えて
おります。短い期間ですがありがとうございました。
今後の皆様のご健康をお祈りいたします。

第50回公開講座 3月2日(土) 14:00～15:00 国保病院1階ロビー
「心不全について」 内科医 川上寛人先生

平成31年1月31日読売新聞社
にて、当院 林 宗寛院長が、
第47回都道府県医療功労賞を
受賞されました。長年の医療への貢献
が認められ、また当院での在籍も18年
に及び整形医として地域医療に尽力さ
れてこられました。誠におめでとうご
ざいます。

外来診療のご案内
受
付

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
★急患の方は、常時受付いたします。
★医科において、受付整理札が午前６時より配布します。 午前８時３０分からの受付時間に不在の場合は
無効となりますので必ずお越しください。ご理解をお願い致します。
★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。

火
月
水
金
土
木
午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

3月

関

内科
小児科

川上

整形外科

林

(予約)

戸村 関
千葉大学
病院の先生

柳本

川上

(予約)

(予約)

川上

山本

林

鈴木

歯科
リハビリ

戸村
(予約)

柳本

林

林

○

○

関

18時まで

○

○

○

皮膚科 （第１・２・３）
水
曜 午後 スポーツ整形外科（要予約）
日
禁煙外来（要予約/第１・３）
専
門
外
来

山本

午前 泌尿器科

木
曜
循環器内科 （要予約）
日 午後

眼科 （要予約/第２・４）

土
耳鼻咽喉科 （第１・３・５）
曜 午前
神経内科 （要予約/第２）
日

○

11時から

面会時間について
一般病棟：午後１時から午後６時まで
療養病棟：午後１時３０分から午後７時まで
院内感染予防対策として只今、中学
生以下の面会は制限をさせていただ
いております。尚、体調の優れない方
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。

医科
歯科

04-7097-1221
04-7097-1222

訪問看護 04-7097-1435
医療・介護連携支援室

04-7097-2860

人間ドックのご案内
日帰りコース 41,000円
1泊2日コース 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

訪問リハビリ始めました
希望される方は
訪問看護ステーション
まで
訪問看護ステーション

☎ 04-7097-1435
非常勤職員 募集
看護師・看護補助
ホームヘルパー

介護施設等での経験または介護職員
初任者研修終了のどちらかある方

詳細は病院事務局まで

寄贈絵画
1月19日

1.広域災害発生時での関係機関との連絡内容・方法の確認
2.災害情報の収集・発信・連携
3.避難所等、公衆衛生での問題点が発生した場合での連携
上記３点を目的に亀田総合病院、
鴨川市立国保病院、健康推進課、
福祉課、消防防災課が参加しまし
た。病院、行政それぞれの立場で
問題点や改善点など見出すことが
でき、大変有意義な時間でした。
各自有事の際に活用でき
るよう参考にしていきた
いと思います。
病院で急性期治療が終了した患者さまで継続的
な治療やリハビリが必要、すぐに在宅や介護施
設へ移行するには不安がある、また、在宅・施
設からの緊急入院した患者様が対象となります。
レスパイト入院も対象です。地域包括ケア病床
では患者様が安心して在宅復帰・介護施設入所
できるようスタッフがサポートしていきます。
詳細は、医療・介護連携支援室までお問い合わ
せください。
04-7097-2860

シリーズ

予防医療のススメ

⑪高血圧の予防について

入
院
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吉尾地区の市民
の方より美しい花の静物画を
ご寄贈いただきました。歯科
診療室前の待合室に飾らせて
いただきました。明るく優し
い癒しの空間になりました。
ありがとうございます。
基本的に回復すれば退院
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復

退
院

もう少し経過観察が必要
在宅復帰に不安がある
更なるリハビリが必要

自
宅
・
転
院

地域包括ケア病床
（リハビリ/退院支援）

内科医 柳本 蔵人

1月27日 毎年恒例の若潮マラ
ソンに参加してきました。最
今回は高血圧の予防に関してとりあげます。高血圧がある場合、血圧を
高の天候の中（富士山もくっ
下げることで脳卒中や心筋梗塞の危険を減らせることが証明されている
ので非常に重要です。まずは自分が高血圧かどうかを知ることが大切で、 きりで映えました）走ること
ができ、鴨川刻歩チーム皆、
そのためには家庭血圧を測定することが肝心です。静かで適当な室温で
完走でした。最後においしい
イスに座ってリラックスし、起床後1時間以内、排尿後、朝食前に1～2
豚汁も頂き、スタッフの皆様
分安静にしてから2〜3回測定します。測定した平均の値が
に感謝でした。
125/80mmHg未満ならば正常ですが、125/80mmHg～135/85mmHg
なら正常高値、135/85mmHg以上で高血圧の可能性があります。高血
圧がある場合、まずは生活習慣の改善が推奨されます。①減塩(1日塩分
6g以内)、②運動(軽度の有酸素運動、例：やや速足での散歩）、③減量
(肥満がある場合)、④節酒、⑤禁煙の5点が特に重要です。生活習慣の
改善で血圧が下がらない場合は血圧を下げる薬を検討していく
ことになります。まずは自分の血圧を知ることから始めてみて、
高い値の場合には医療機関での相談をお勧めします。
次回は「⑫脂質異常症の予防について」です。
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今年の花粉はすごいですね！峰岡の山々から粉が飛んでいる様が
見えるぐらいです。早い花粉飛散終息を願います。
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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
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国保訪問看護ステーション
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