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太陽の光が明るくきらきらと輝くさま。

大分三愛メディカルセンターが地域の中で燦燦と輝くことを目指して名づけました。

大分三愛メディカルセンター医療法人社団三愛会

大分三愛メディカルセンター　広報誌
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　４月１日に三愛会の入社式が行われました。今年は看護師19名、コメディカルスタッフ５名をはじめ三愛
会で合計２８名の新入職員が入社しました。６月には新病院への移転を控え、新しい仕事に慣れながら引越
しもしながら・・・とかなり大変だとは思いますが、みんなで一緒に乗り切りましょう。　
　　　　　　　　　プロフィール内容・・・①氏名　②所属部署　③趣味　④ひとこと

①森田　義勝

②総務部

③スポーツ全般・野菜作り

④患者さまから安全・安心な施設であると思われるよう、その
　警備等に全力投球をしたいと思います。

①山下　尚子

②栄養部

③映画鑑賞・散歩

④早く仕事に慣れて、一生懸命頑張りたいと思います。

①多田　真味

②３Ｆ西病棟

③音楽鑑賞

④先輩方の指導をしっかりと受け、少しでも早く仕事に慣れる
　ように頑張りたいです。

①阿南　京子

②４Ｆ病棟

③生け花・ドライブ・映画鑑賞

④１日も早く戦力になれるよう頑張りたいと思います。

①久米　久美

②５Ｆ病棟

③ショッピング・ドライブ

④笑顔で一生懸命頑張りたいと思います。

①半崎　あかね

②５Ｆ病棟

③ミュージカル鑑賞

④笑顔を忘れずに、患者さんに身近に感じてもらえる　看護師
　を目指します。

①米村　望美

②６Ｆ病棟

③ドライブ・散歩

④学びの姿勢を忘れず、毎日笑顔で頑張りたいと思います。

①渡辺　麻由美

②５Ｆ病棟

③バッティング・フォークギター

④患者さまを第一に考えた看護を提供していきたいです。
　笑顔で頑張ります。

①山本　めぐみ

②４Ｆ病棟

③バレーボール・サッカー観戦

④常に笑顔で多くの患者さまに愛される看護師を目指してこれ
　から頑張っていきたいと思います。

①赤峰　希望

②３Ｆ西病棟

③映画鑑賞

④笑顔を忘れずに一生懸命頑張りたいです。

①安達　宏美

②３Ｆ西病棟

③スポーツ観戦・音楽鑑賞

④不安もありますが、笑顔を忘れず患者さまに信頼される看護
　師を目指して一生懸命頑張りたいと思います。

①浦崎　譲

②リハビリテーション部

③野球

④誠実さを忘れず、業務に取り組んでいきたいと思います。

①益田　真莉奈

②６Ｆ病棟

③音楽鑑賞・映画鑑賞・絵画

④少しでも患者さまの役立つように一生懸命に仕事を覚え、
　１日でも一人前になるよう成長していきたいです。

①高橋　百合子

②手術室

③アロママッサージ・ハーブ・カラオケ

④笑顔を忘れずコミュニケーションを大切にし、患者さま中心
　の看護ケアに努めていきたいと思います。

①大久保　奈美

②ケアセンター

③映画鑑賞・料理

④入所者の方々との信頼関係を築いて、心通う介護をしていき
　たいと思います。

①菅　綾希子

②介護職員（わさだケアセンター）

③映画鑑賞・ショッピング

④早く仕事の内容や流れを覚えて、一生懸命頑張りたいと思い
　ます。宜しくお願いします。

①岡崎　妙子

②介護職員（わさだケアセンター）

③ピアノ・料理・剣道

④早く仕事の内容や流れを覚えて、一生懸命頑張りたいと思い
　ます。宜しくお願いします。

①梅田　真希

②４Ｆ病棟

③ドライブ・温泉

④患者さまに必要とされる看護師になれるよう笑顔で一生懸命頑張
　りたいと思います。

①小野　咲子

②救急科

③ピアノ・ソフトボール

④３年の経験はありますが、まだ新たな気持ちでスタートした
　いと思っています。早く業務に慣れ、頑張ります。

①麻生　柴織

②３Ｆ西病棟

③ショッピング・温泉

④整形外科の患者さまを受け持つのは初めてですが精一杯頑張
　りたいと思います。

①池田　奈津子

②救急科

③スポーツ観戦

④“明るく元気に”をモットーに笑顔で頑張ります。
　宜しくお願いします。

①細野　美菜

②５Ｆ病棟

③ドライブ

④わからない事や勉強不足な面がたくさんあるので、そのまま
にせず積極的に聞いたり成長していきたいです。

①佐藤　智美

②薬剤部

③料理

④少しでも早くお薬を覚えて、皆さんのお役に立ちたいと思います。
　日々、勉強に励んでいきたいと思います。

①伊藤　敦子

②医事課

③料理・ショッピング

④わからないことも多々あると思いますが、笑顔を忘れず精一
　杯頑張ります。

①岡野　美奈

②４Ｆ病棟

③ショッピング・体を動かすこと

④一生懸命頑張ります。

①小森　裕美

②５Ｆ病棟

③音楽鑑賞・カラオケ・バレーボール・ドライブ

④看護師としての新たなスタートで分からないこともあると思います 
　が、先輩方に教わりながら１つ１つ吸収していきたいと思います。

①清松　明美

②５Ｆ南病棟

③バレーボール・ネコの飼育

④正看護師を目指して、学校と仕事の両立に頑張っていきたい
　です。

①利光　彩

②ケアセンター

③パソコン・読書

④初めてのことばかりで不安もありますが、自分のできる限り
　のことを精一杯、頑張っていきたいと思います。

平成18年度　三愛会入社式
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　当院は平成18年６月より新病院へ移転し、新しい体制で外来診療を

行います。その一つとして診療終了後、速やかに帰宅して頂ける「院

外処方」を取り入れます。そのため外来患者様へは病院から直接お薬

をお出しできなくなります。ご理解の上ご協力を願います

●院外処方とは

　下の図に示す様に、病院でお薬をもらう代わりに処方せんを受け取り、保険薬局でお薬をもらう方

式です。処方せんには、薬の種類、使い方が書いてあります。その処方せんを持って保険薬局にいき

ます。薬局は自由に選ぶことができますが、「かかりつけ薬局」をお持ちでない方の為に、新病院の

近くには「保険薬局」ができます。こちらの薬局には、当院で使用しているお薬を準備してもらうこ

とにしています。処方せん発行から４日以内にお薬を受け取らないと処方せんが無効になります。そ

れまでに、薬局にお持ち下さい。

　①必要な時にお薬の充分な説明が受けられます。

　②お薬の内容について気軽に相談できます。

　③他の病院でもらっているお薬による飲み合わせの危険防止ができます。

　④その他の一般の薬、健康食品等について何でもご相談できます。

６月よりお薬の受け取り方法が
　　　　　　　　　　かわります

６月よりお薬の受け取り方法が
　　　　　　　　　　かわります
６月よりお薬の受け取り方法が
　　　　　　　　　　かわります

薬局でお薬をもらうようになることで、患者様の負担が若干多くなりますが、下記の利点があります。

会計終了後に
処方せんを受け取る

処方せんと引き換えに
お薬を受取る

ご自宅で
お薬を服用する

４日以内

看護の日健康まつり看護の日健康まつり看護の日健康まつり を開催しました

５月７日（日）にトキハわさだタウンフェスタ広場に於いて健康まつりを開催
しました。今年は例年の血圧・血糖測定などの健康チェックやちびっ子薬剤師
体験に加えて、救急専門医による心肺蘇生シュミレーションとAEDの使用方法
を行いました。大型連休の最後の日ということもあり、多くの方に参加してい
ただき活気あるイベントとなりました。
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浜田 浜田 浜田 浜田 浜田 浜田

金子 金子 金子 金子金子・吉田金子・吉田

安東

神徳

河野 河野 河野 河野河野

高山 高山 高山 高山野村 野村

神徳 直野

吉田

河内 河内 河内堀 堀 堀

半澤・野中・新谷 野中・主藤・（乳腺）野中・新谷 野中・新谷 野中・主藤 野中・主藤

大分大学放射線科医 大分大学放射線科医

大分大学放射線科医

横山 調枝 高木

○

○

○ ○

○

○ ○

○

○

高木・園田高木・園田 園田 園田 高木・園田 非常勤

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午前

午後

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

大分三愛メディカルセンター【平成18年６月１日より】

月 火 水 木 金 土 日

放射線科
（読影・アンギオ）

透 析

循環器科

呼吸器科

整形外科

内 科

泌尿器科

形成外科

眼 科

外 科

脳 外 科

受付時間　　　8時30分～12時30分
診療科　　　　外科・整形外科・脳神経外科・形成外科・内科・泌尿器科・呼吸器科・循環器科・眼科
午後は救急総合外来で診療いたします
※専門外来は再来予約制度を採用しております
※午後は手術のため、担当医が不在となることがあります

24時間対応致します

専門外来 E R（救急科）

救　
　
　

急　
　
　

対　
　
　

応

外来担当医一覧外来担当医一覧外来担当医一覧

出 身 地 　　岡山県倉敷市
出 身 校 　　大分大学医学部
専　　門　　下部尿路通過障害、透析療法など
　　　　　　日本泌尿器科学会認定専門医
趣　　味　　宴会などの飲み会　映画鑑賞
一　　言　　前任地では泌尿器科診療とともに血液透析部門の立ち上げなどに携わっ
　　　　　　ていました。ネオンと赤提灯が恋しかったので、また大分市内で働ける
　　　　　　ことを大変嬉しく思っています。何卒、宜しくお願いします。

専　　門　　内科（呼吸器）
出 身 校 　　久留米大学医学部
所属学会　　日本呼吸器病学会
　　　　　　日本結核病学会
　　　　　　日本内科学会
趣　　味　　旅行
一　　言　　わからないことが多く、ご迷惑をおかけしますが
　　　　　　頑張りますので宜しくお願いします

新
任
ド
ク
タ
ー
の
紹
介

新
任
ド
ク
タ
ー
の
紹
介

河野 昌也

高山 泰弘
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院内移植コーディネーター　川浪小百合・永松寛史

第７回

　平成９年に臓器移植法が施行され、脳死下での臓器提供も可能となりました。しかしわが国は諸外

国と比べて提供数も移植数も少ない移植後進国です。そこで平成16年より（財）大分県腎バンク協会

が移植医療推進のために県内の救急病院に院内移植コーディネーターを任命し、当院からは３名が任

命され移植医療の院内啓発や研修会に参加しています。平成18年２月25日（土）に大分第一ホテルで

開催された第７回院内移植コーディネーター研修会では当院から職員の臓器移植についての意識調査

の報告を行い、他施設のコーディネーターの方々と意見交換を行いました。また当院顧問の野村芳雄

先生（大分県腎バンク協会理事長）から2004年度の日本と米国の腎移植件数の報告や、実際に腎臓提

供を受けて元気になられた方の貴重な話も聞くことができ大変有意義な研修会でした。

５月２７日（土）に、新病院の竣工式および開院記念式典が行われました。地域医療機関の先生方

や各企業の関係者など多くの方が来院され、大変有意義なものとなりました。これからは診療体制

の充実に向けて、職員全員で取り組みますので宜しくお願いいたします。

院内移植コーディネーター研修会参加報告

新病院開院記念式典
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新病院のフロア図

医療法人社団三愛会

■所在地／〒870-1151

　　　　　大分市大字市字大坪26番地の1

　　　　　TEL(097)541-1311

　　　　　FAX(097)541-5218

　　　　　URL http://www.san-ai-group.org/

■理事長／半澤 一邦

■院　長／野中  敦

■病床数／179床

■敷地面積／11,493.95㎡

■建物面積／12,431.38㎡

■主な医療設備

　マルチスライスCT、MRI、DSA、DR、CR、

　電子内視鏡、関節鏡、腹腔鏡、高気圧酸素治療、ICU

■主な医療外設備

　展望天然温泉、アトリウム、患者さま情報室、

　デイルーム、屋上庭園、図書室、会議室、

　コンビニエンスストア、喫茶コーナー

■診療科

　外科 胃腸科 肛門科 脳神経外科 整形外科

　内科 形成外科 循環器科 神経内科 呼吸器科

　泌尿器科 眼科 放射線科 リハビリテーション科

■外来受付時間／9:00～12:30,14:00～17:30

■休診日／日曜日・祝日・木曜日午後

大分三愛メディカルセンター

※診療開始時間は診療科によって異なります。

※但し、救急・時間外診療は24時間行っています。

■病院までの所要時間

大分駅より車で30分

大分自動車道光吉ICより車で10分

トキハわさだタウンバス停
下車徒歩５分

シンボルマークの意味
ななせを吹き抜けるさわやかな風を当院のシンボル

カラーであるスカイブルーで表現しました。

新病院

新病院の概要

地域医療連携室


