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理事長挨拶

関 伸二 理事長

今月より医療費が改定されました。医療費予算は小泉政権以来下がる

一方でしたが、久しぶりに上方改定されました。しかし、医療の崩壊が叫

ばれる中、それを食い止めるために少なくとも今までの削減を元に戻すく

らいの改正があるものと思っておりましたがその期待ははずれ、かなり低

いものでかつ大病院に手厚いものでありました。景気の悪い時に少しでも

上がれば良しとすべきではないかと言われる方も多いかもしれませんが、

現在の日本の医療費はマスコミ等が言っておりますように本当に高いの

でしょうか。我国の医療費は約34兆円ですが、高齢化・医療の高度化に

よりこれが倍増するのはそれほど遠い将来ではないと政府は宣伝し、そ

れを根拠に医療費の引き下げが始まりました。ところが、毎年の増加率を

見ますと決して言われているような上昇カーブにはなっておらず、削減政

策により医療の崩壊が始まっているのは事実であると思います。

3月21日、米国では過去100年にわたり歴代大統領がなし得なかった医療法改正案が成立しました。

これが成立しても、我国でほぼ100%の国民が健康保険でカバーされているところを、米国では10年

後にやっと95%になるとの予想で、オバマ大統領にとりましても全く不十分な制度であると考えている

と思われます。現在の米国の医療費と我国のそれとを比べてみますと米国はGDP(国内総生産)比

18%でこれは我国のほぼ2倍の水準であるにもかかわらず、国民の83%しか保険でカバーされておら

ず、平均寿命も我国の82.7歳に対し79.2歳と低いものとなっています。また、我国の医療費は先進国

の中では最も低い水準にあることを皆さんご承知でしょうか。現在の我国の医療費約34兆円はパチン

コ業界とほぼ同じです。例として不適切かもしれませんが最も大事である命や健康を守ることに対す

る費用が娯楽の一部であるパチンコと同じであるということは我々医療関係者にとりまして納得できか

ねることであると考えます。私ども三島中央病院も優秀な人材を集めかつこれらの人たちが離れてい

かないよう努力しておりますが、一医療機関としては限界に近いと痛感しております。優秀でやる気

のある人材が医療の現場から去っていかないよう国民一人一人が今この状況を考える時にきている

と思います。

専 門 分 野 学会専門医

一色 ほのか
整形外科一般

上肢(手～肩)の外科
日本整形外科学会専門医

いっしき ほのか

一色ほのか先生の紹介

暫く非常勤として外来を担当させて頂いておりましたが、この４月
より常勤として勤務させて頂く事となりました。怪我や病気で病院に
いらっしゃる方々に、常に分かりやすい説明を心がけ、また少しでも
良いサポートが出来るよう努力する所存です。どうぞ宜しくお願いい
たします。一色ほのか先生

ホームページ広告

三島中央病院ホームページアドレス

http://mchp.or.jp です。皆さんぜひご覧下さい！

http://mchp.or.jp/


診療明細書について（特集）

保険の種類
負担割合

診療区分 診療内容
診療内容に
係る点数
（１点＝10円）

診療報酬の改正により、診療明細書の交付が
２０１０年4月1日より義務づけられました。

明細書は会計のつど出ますので、ご不要な方
は窓口までお知らせ下さい。

・金額は点数に１０を掛けたものです。
・支払額は合計点数を１０倍してその1割か３割です。
(保険の種別によって負担が変わります)

・明細書は診療内容の説明ですので領収書の代わりには
なりません。



図書コーナー

ミニレクチャー
講演場所

ミニレクチャー講演好評開催中！！

2009年8月より毎月第１水曜日(１２：１５～１２：３０)にミニレクチャー講演を開催してい
ます。皆さん、ぜひ見にきてください！！

２０１０年２月３日(水)

年を挟んでの第６回(1月は正月のためお休み)

は循環器内科：古賀先生による『高血圧と減塩』

でした。1日あたりの適正な塩分摂取量や食塩を

多く含む食品、また塩分を控える工夫などすぐに

実生活に生かせそうな事を教えて頂けました。

２０１０年３月３日(水)

第７回は外科：斉藤先生による『沈黙の肝

炎』でした。肝臓が沈黙臓器と呼ばれるその

理由や、Ｃ型肝炎→肝硬変→肝臓がんと

いった形に推移しやすい事、そしてＣ型肝炎

はインターフェロンを用いた治療が効果的な

事など、専門的な講習をして下さりました。

２０１０年４月７日(水)

第８回は三島中央病院院長循環器内科：鈴木清

文先生による『日本人の狭心症』でした。主な初期症

状や痛みの発生部位などをイラストなどで分かりや

すく説明して下さりました。また、ストレスや喫煙など

も狭心症発症の原因となりやすい事なども教えて頂

けました。



近場の名店 ※このコーナーは職員の感想であり、お店の広告ではありません。ご了承下さい

看護師に聞いてみよう!! (第四回)

皆さんお待ちかねの「看護師に聞いてみよう！！」のコーナー
です。第４回は病棟４Ｆ看護師：松田 幸糸さんです。

今回は広小路駅から病院までの間にあるRoute(ルート)３９
を紹介します！店主の佐久間さんがカジュアルフレンチのお
店で経験を積んだ後、落ち着いて食事が出来て飲める店を
やりたくてここ三島の地で２００８年８月１１日にお店をオープ
ンしたそうです。何故三島に？との質問には「三島の人の温
かな人柄が好きで！」と速答(^^)
店のモチーフにもなってる【３９】は店主が“さくま”(３９０)さん
だから。店名の由来は

１、名前が“さくま”(３９０)
２、店が“さく”(３９)
３、ありがとう“さん・きゅー”(３９)

といろいろな意味、思いを込めてつけたのだそうです。

こちらが看板 ルート３９！！ 一人で食べきれる？ボリューム
たっぷりのROUTE39バーガー

気軽に楽しんでもらうことが大切！！とのこと
でお客さんのワガママにも(ある程度！？)対
応してくれます！！落ち着いた雰囲気の店
内で心地よいひと時を過ごしましょう。

ROUTE39(ルートさんじゅうきゅう)
三島広小路駅

三島中央
病院

ミスター
ドーナツ

広小路
交番

ROUTE

3 9

TEL  ０５５－９６０－８８０７
営業時間 １７：００～２：００
休 日 不定休
(ご心配な方は事前に連絡下さい)

病棟４Ｆ看護師
松田幸糸さん

(聞き手 広報委員 以下広)
(広)：「どういった経緯で看護師になったのですか？」
(松)：「高校卒業後4年間パン屋さんで働いていましたが退職して実家のある西伊

豆に戻りました。そこで病院の医療事務(受付)を半年ほどやりましたが、い
ろいろあって看護助手になりました。２５歳くらいから3年間くらい看護助手
をやっていました。」

(広)：「3年間助手さんをやっていたんですか。それで何故看護師を目指すことに
なったのですか？」

(松)：「患者さんと接しているうちに自分は患者さんについてなにも解ってないの
に看護しているな、と思うようになりました。そして専門的な知識が欲しくなり、

まわりの勧めもあって准看護学校に２８歳で入学しました。2年ほど通学して准看護師になったのですが
自信がなくて(笑)。どうせなら看護師になろうと思い、もう2年学校に通い(合計4年)３２歳の時に看護師に
なりました。」

(広)：「仕事先としてこちらの病院を選んだのは何故ですか？」
(松)：「病院にくる御縁は看護学校の同級生が関病院(現三島中央病院)の奨学金を受けているのを教えてくれ

ました。そして自分も看護学校の3年目より奨学金制度を利用することにしました。看護師になったら、(し
ばらくしたら)田舎に帰るつもりだったので近い将来、なんでもできる事が要求されると思いました。その
ためには分業化の進んだ大病院より、三島中央病院ぐらいの規模の病院の方がいろいろな経験を積み
やすいといった事もこの職場を選ぶ後押しとなりました。」

(広)：「看護師になってからの感想は」
(松)：「なってからは予想よりずっと仕事が大変なのに気付きました(苦笑)。看護師をやる、ということはある‘覚

悟’が必要です。自分の管理が出来ないのに人の管理はしなくてはならない。看護には自分の生活感
もでる。そういった事を理解した上で続けていかなくてはいけないと思います。」

以上、「第４回看護師に聞いてみよう！！」のコーナーでした。看護師になった感想を聞いた時に答えた‘覚悟
が必要’という言葉と、その時の真剣な表情が印象的でした。これからもがんばって下さい！



春野菜メニュー！！ ～ キャベツ ～

編集後記

広報委員一同

今年の春は大変雨が多く、寒暖の差が大きかったように思います。４月１１日の気
温は最高気温２２度(気象庁より)もあったそうですが、翌日４月１２日の最高気温は
わずか７度だったそうです。なんと１日で１５度も気温が違うといった環境でした。
ここまで気温の変動が大きくなると体に大きな負担となります。皆さんお体を大事に
して下さい。また、体調がすぐれなければ早めの受診をお勧めします。

春から初夏にかけての時期にしか出回らない春キャベツで、ビタミンを
たくさん取りましょう！！

・ビタミンC・Uは熱に弱いので生食が食べやすい春キャベツこそ、効果的にとれる。
加熱する時は、スープなどにして汁ごと食べると良い

・ビタミンCやカルシウムは、外側の葉と芯の部分に多く含まれている

春キャベツと薄切り豚の
和風スープ煮

１人分 121kcal 塩分1.7g

●材料/１人分
キャベツ 1/8個
玉ねぎ 1/4個
にんじん 1/8本
豚肉(肩ロース薄切り) 50g

みつば 適量
塩 小さじ1/4弱(0.3g)

しょうゆ 大さじ1/4 (5g)

●作り方

①キャベツは７～８ｃｍ角のざく切りにし、芯は薄切りにします。玉ねぎはくし型切り、にんじんは細
切り、みつばは５ｍｍ長さに刻みます。

②鍋にキャベツ、玉ねぎを入れてひたひたに水を注ぎます。(200cc)
③野菜が柔らかくなったら、にんじんを加え、つづいて豚肉を一枚ずつ入れて煮ます。
④しょうゆを加えて味をみて、足りなければ塩を足し、盛り付けてみつばをちらします。

●感想

野菜の甘みと豚肉のだしがよくでていて、薄味でもおいしくいただけます。ぜひ、試してみてください。

栄養課：小林 勝呂 宮本

「栄養素」
・ビタミンC ・ビタミンU(キャベジン)

「効用」
・胃腸の調子を整える
・胃粘膜を強化し、傷ついた胃を修復
・肝臓の解毒作用
・免疫力を高め風邪予防

春キャベツの効能



アクセス

静岡県三島市緑町１－３
■ JR東海道線・新幹線三島駅より車で５分
■ 伊豆箱根鉄道（三島駅でJR線から乗り換え）

三島広小路駅下車徒歩３分
TEL：055-971-4133
FAX：055-972-9188
URL：http://mchp.or.jp

診療時間

外来担当医表

月曜日～金曜日 土曜日 日曜日・祝日

午前 9：00～12：00 9：00～12：00 休 診

午後 15：00～18：00 14：00～16：00 休 診

※ 予約診療を基本としております。初診での予約は電話にて承ります｡
※ 予約外でお越しの方はお待ちになることがございますが、お了承ください｡
※ 学会・緊急手術のため担当医・診療時間が変更となる場合があります｡

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

筒井( 内)
( 第1･2)

交代制( 内)
( 第3･4･5)

鈴木清文( 循内)

権田( 内) 青山( 内) 永野( 内) 柳町( 内) <内科 休診>

ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ外来 古賀( 循内)

<循内　検査> ( 循内予約のみ) <循内 検査/手術> <循内　検査> <循内　検査>

午前 水　崎 斉　藤 水　崎 鈴木衛 斉　藤
水崎・鈴木衛

( ２診)

午後 検　査 手　術 手　術 検　査 手　術 検　査

井上幸雄 井上悟 井上悟 井上幸雄 井上幸雄 井上悟

一　色 一　色 大　島 大　島 一　色 大　島

井上悟 大　島 井上幸雄

( 予約のみ) ( 予約のみ) 一　色

午前 中　川 中　川 中　川 吉　野 中　川 中　川

午後 ▲中川 検査 ▲中川 ▲吉野 ▲中川 ▲中川

午前 関・石田 関 関・立松 交代制 関・石田 関・立松・石田

午後 関・石田 立　松 関・立松 交代制 関・石田 立松・石田

【 外　科】
【 消化器外科】
【 肛門外科】

部長：水崎　馨

【 内　科】

【 循環器内科】
部長：鈴木清文

【 脳神経外科】
部長：中川　修

永野( 内)

鈴木清文( 循内)

古賀( 循内)

柳町( 内)

伊藤( 循内)
午前

権田( 内)

鈴木清文( 循内)

金月( 内)

鈴木清文( 循内)

伊藤( 循内)

青山( 内)

鈴木清文( 循内)

午後
金月( 内)

鈴木清文( 循内)

※午後の受付( 初診・予約外) は17時までと なり ます。

【 整形外科】

部長：井上　悟 救急のみ

午前

手　術 手　術午後

※午後の受付は17時までと なり ます。

▲印…初診と 救急のみの対応と させていただき ます

【 耳鼻咽喉科】
部長：立松正規

※金曜日の午後の診療は石田医師のみの場合があり ます。

(２０１０.４.１ 現在)

当院は、24時間救急体制をとっております



志仁会理念
当法人は急性期医療・介護サービスを中心に個々のケースに適応できる医療を目指します
また、地域の医師との連携を強め地域に密着した医療を推進します

病院理念 急性期医療を基本に据え、地域医療に貢献します

病院運営方針

1.患者さんの権利を十分尊重し、心のこもった安全な医療を実践します
2.親切・丁寧・確実な医療を提供します
3.地域に開かれ貢献できる医療を目指します
4.情報提供に基づき、十分な説明と同意による医療を心がけます
5.職員が地域医療に貢献していることに誇りをもてる医療を実践します

看護部理念

三島中央病院の看護職員は、患者さんが安全かつ確実に治療が受けられ、自然治癒力が十分に働くよう
に最良の条件を作り出すように援助します。 又、地域の健康への期待と治療の発展に寄不できる専門職
としての看護実践を目指します。

看護の基本方針
1.私達は、患者さんの安全を守るためのルールを遵守し、医療チームの一員として協働します
2 .私達は、「KOMI理論」を基に患者さんの生活を創造的且つ健康的に整え、患者さんの「持てる力」

が十分発揮できるように生活過程を整えます
3.私達は、患者さん・ご家族の痛み・辛さ・心配や丌安を表出せる環境作りとそれを軽減するた

めの努力を惜しみません
4.私達は、患者さん・ご家族の疑問点等に対して、理解して頂ける言葉で丁寧に説明する努力をし

ます
5.私達は、患者さん・ご家族に「第一級の看護」が贈れるよう、常に謙虚に自己研鑽します

患者さんとの
パートナーシップを

強化するために

医療の質と患者さんの安全確保は、医療提供者のみによる取り組みだけでなく、患者さんと医療提供

者とが互いの信頼関係に基づき協働して作り上げていくものであり、患者さんの医療への主体的な参

加をもって、より確実なものとなると考えています。

当院では、”良質な医療を受ける権利” ”医療に関する説明や情報を徔る権利”など医療者として十

分守るべき「患者さんの権利」を明示すると共に、”自分自身の健康・生命を守る最高の担い手は患者

さんです”という考えのもと「患者さんへのお願い」を提示させていただきました。 わからないことがあ

れば納徔するまで質問してください。 安全確保のためにアレルギー歴などをきちんとお伝え下さい。

いろいろな場所で名前を名乗っていただいたり、点滴の確認をしていただくなどの形で診療に参加して

いただきます。

お困りの点、お気づきの点などありましたら担当看護師等にお申し付け下さい。 投書をいただいても

結構です。 是非、より良いパートナーシップを築いていきたいと思います。

患者さんの権利

当院は、医療の中心はあくまでも患者さんであることを深く認識し、「患者の権利に関するWMAリスボン

宣言（世界医師会）」の精神のもと、患者さんの権利を十分守り最良の医療を提供いたします。

1.良質な医療を公平に受ける権利

だれでも、どのような病気にかかった場合でも、良質かつ適切な医療を公平に受ける権利があり

ます。

2.医療に関する説明や情報を徔る権利

病気・検査・治療・見通しなどについて、理解しやすい言葉や方法で、納徔できるまで十分な説

明と情報を受ける権利があります。 また、自分の診療記録の開示を求める権利があります。

3.医療を自己決定する権利

十分な説明と情報提供を受けたうえで、治療方法などを自らの意思で選択する権利があります。

4.機密保持に関する権利

医療の過程で徔られた個人情報の秘密が守られ、病院内での私的な生活を可能な限り他人に

さらされず、乱されない権利があります。

5.尊厳を保つ権利

だれもが一人の人間として、いかなる状態にあっても、その人格・価値観などを尊重される権利が

あります。

患者さんへのお願い

当院は、医療における医師及び医療従事者と患者さんの信頼関係が築けるよう患者さんにも協力をお

願いしています。

1.自分自身の健康・生命を守る最高の担い手は患者さんです。 その患者さんと共に私たちは医

療を進めていることをご理解下さい。

2.良質な医療を実現するために、医師をはじめとする医療従事者に対し、患者さん自身の健康に

関する情報を出来るだけ正確にお伝え下さい。

3.納徔できる医療を受けるために、医療に関する説明が良く理解できない場合は納徔できるまで

お尋ね下さい。

4.医療の安全性を保ち、他の患者さんの安寧を損なわないように定められた規則をお守り下さい。

5.医療の安全性を高めるための努力を最大限に行っていますが、あらゆる医療行為は本質的に

丌確実であり、意図せざる結果を生じる可能性があることをご理解ください。


