
ESWL治療
とは?

診療の流れ ESWL装置　MODULITH　SLX-F2
　ストルツメディカル社製

ご不明な点がございましたら、泌尿器科外来までお問い合わせください。
☎（097）541-1311

アトリウム作品展　作品募集中!

リレーフォーライフ大分2012
チーム三愛　活動報告
リレーフォーライフ大分2012
チーム三愛　活動報告

　平成24年9月より最新のESWL装置が導入されました。装
置の導入によって安全かつ短時間での治療ができます。

体外衝撃波結石破砕治療

ESWL装置が
   導入されました

中野　大作大分三愛メディカルセンター
泌尿器科部長

なかの　 だいさく

・治療の対象は、腎結石と尿管結石です。
・体を切らない治療法であり、体の外からあてる衝撃波によって結石を砕きます。
・リラックスミュージックを聴きながら、1時間程度寝たまま待つだけです。
・細かく破砕された結石は、尿と一緒に自然に体外へと排出されます。

①泌尿器科外来を受診
　　かかりつけ医の紹介状のある方は
　　持参の上ご来院ください。
　　　　⇩
②治療日を決定
　　　　⇩
③治療日AM　入院
　　　　⇩
④治療日PM　ESWL治療
　　　　⇩
⑤翌日退院（初回は原則1泊2日となります）

診察日　月～土曜日
（受付）　8:15～12:00
※診察開始は9:00からとなります。

・円筒型電磁変換方式を採用しており、体表面で衝撃波エネルギーが分散
して体内に伝わるため、痛みと負担の少ない治療を可能にしています。
・タッチスクリーン上で破砕装置、衝撃波発生装置、X線装置を操作します。
操作性に優れ、放射線照射時間を大幅に減少させます。

・初回の手術で結石が割れないこともありま

す。この場合、複数回に分けて治療を行っても

手術費は初回にしかかかりません。

リレーフォーライフとは?

募金報告

がん患者を支援するチャリティーイベントとして世界20ヶ国以上で開催されてお

り、大分県内では今年で5回目の開催となりました。

「One World One Hope」の合言葉のもと、がん征圧を願いがん患者や家族、医療

関係者等が集い夜通し24時間を歩き続けます。

9月15日（土）12時30分　大分スポーツ公園大芝生広場にて62チーム約2,200人が開会式に参加しまし

た。（2日間で約5,000人が参加）

がん患者だけで歩く「サバイバーズウォーク」でリレーがスタートし、続いて一般参加者が歩き始めました。

「チーム三愛」は230人が参加し、翌朝10時のゴールまで歩き続けることができました。三愛会全事業所の

職員・家族に加えて永冨脳神経外科病院の職員さんも一緒に

歩いていただきました。

「チーム三愛」で募った募金98,576円を寄付させていただきま

した。

リレーフォーライフで寄せられた募金は、公益財団法人日本対

がん協会を通してがん研究支援などに充てられます。

大分三愛メディカルセンターでは地域の方のために作品展スペースを開

放しています。絵画や写真、書道、工芸など何でも、出展していただける方

を募集中です。

場所:大分三愛メディカルセンター1階アトリウム
お問い合わせ:地域連携支援課　☎（097）542-7404

10月の作品展

「わさだケアセンター作品展」

健康保険適用の
　 治療です

「チキン南蛮特製タルタルソース添え」
大分県は鶏の消費量が日本一といわれています。大分から揚げも全国に普及している
ようですが、今回は当院でも人気の鶏肉メニュー「チキン南蛮」を紹介します。

作り方
１．鶏肉を 3つに切り、塩・こしょうで下味をつける。
２．小麦粉・でんぷん・卵を混ぜ衣を作る。
３．ピクルスをみじん切りにし、マヨネーズ・砂糖と混ぜ、
　　タルタルソースを作る。
４．Aで甘酢を作る。
５．１の肉に２の衣をつけ油で揚げる。
６．５の肉を４で作った甘酢に漬ける。
７．皿に細切りにしたレタスを敷き、肉をのせタルタルソースをかける。

 材料（1人分）
　鶏むね肉　  70g
　塩　　　　 0.5g
　こしょう　 0.3g
　小麦粉　　　 5g
　でんぷん　　 5g
　卵　　　　  10g
　てんぷら油 　5g
　マヨネーズ  10g
　きゅうりピクルス　3g
　砂糖　　 　0.5g

 A（甘酢）
　酢　　　 10cc
　薄口醤油　5cc
　砂糖　　　 3g
　だし汁　 10cc
　
レタス（付け合わせ）1枚

さんあいキッチン  
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社会医療法人三愛会
大分三愛メディカルセンター 広報誌



三愛会のリハビリテーション機能のご紹介
　～地域連携の視点から～
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リハビリテーションとはリハビリテーションとは

 志賀　辰三大分三愛メディカルセンター
リハビリテーション部部長

植田　有希子 医師
（大分大学医師臨床研修
　　　プログラム2年目)
研修内容　地域保健
研修期間　8月1日～8月31日

〝リハビリテーション 〟、ここ近年では日常の中に溶け込んできた用語ですが、皆様一度はお聞きになられたことがある
のではないでしょうか。日本におけるリハビリテーションの歴史は明確に〝いつから〟と言うことはできませんが、第二次世

界大戦前後に外国からこの言葉が入ってきたようです。しかしながら、本邦においてはリハビリテーションという名の下で

はございませんが、それ以前から同じような概念で実践されていた記録もあります。

　さて〝リハビリテーション 〟と言えば〝イコール 機能回復練習 〟と想像される方もいらっしゃるかとは思いますが、〝リ
ハビリテーション〟は、非常に大きな概念であり、人が〝人間らしく生きる〟ために、そこに関わる様々な人たちが協力し合
い、〝こころ〟や〝からだ〟などに問題を抱える方が可能な限り最良の生活が営めるよう支援することを理念としています。

ですから〝機能回復練習 〟は医学的リハビリテーションの一部であり、それが全てではありません。
　例えば、病気やケガをされた方に何らか（身体的、精神的、社会的、経済的等）の障がい（制限）が生じた場合、医師をリー

ダーとして様々な職種や人がチームを組んでその問題の解決にあたります。｠
　病気やケガをしてすぐは急性期医療が中心的に実施されるこ

ととなり、医師並びに医師の指示の下、理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士、看護師、医療ソーシャルワーカー等がカンファレンス

などを通して目標を共有し、それぞれの立場からアプローチして

いきます。｠

　できる限り、発症前の状態に戻るよう各人がアプローチして

いきますが、病気やケガの状態によっては、〝障がい〟が残る場
合がございます。そのような場合にあっても色々な工夫を行いな

がら〝生活〟に馴染んでいかざるをえないことが多々あります。
リハビリテーションの最終目標は、〝身体・精神機能が元通りに
ならないと先に進めない〟ではなく、最大限に努力した結果何ら
かの〝障がい（制限）〟が残ったとしても、代替手段（その代わり
となる方法）の導入や環境の改善等によってその機能を補い〝生
活の再建〟を図ることにあります。｠

　社会医療法人三愛会においても、大分三愛メディカルセンター、のつはる
診療所、介護老人保健施設わさだケセンターの中にリハビリテーション機能
を持ち合わせ、それぞれの時期や地域性に応じたリハビリテーションを展開

しています。

　大分三愛メディカルセンターでは医療保険の中で、急性期から亜急性期・
回復期の方々と外来リハの方々を対象にしています。現在の医療保険制度の
中では医学的リハビリテーションが実施できる日数に制約が設けられていま

すので、維持期にさしかかった方々の内、要介護認定を受けておられる方々は
徐々に介護保険下で行なわれる〝通所リハ（デイケア）〟や〝通所介護（デイ
サービス）〟、通院・通所が困難な方々は〝訪問リハビリ〟等のサービスに移
行していただくようになります。

社会医療法人三愛会のリハビリテーション機能

臨床研修医インタビュー

大分三愛メディカルセンター

（医師になったきっかけを教えてください）
　人の役に立つ仕事につきたいという思いがあり、

元々医師という職業に憧れていたことから、この仕事

を選びました。

｠｠

（研修でどういうことをやっているか教えてください）
　主に泌尿器科で研修していますが、他の科の外来や

手術も見せていただいています。訪問診療や訪問看護

にも同行させていただきました。

｠

（将来の夢を教えてください）
　専門分野だけでなく、幅広くなんでも診れて頼りに

なる医師になりたいです。まだまだ未熟ですが、こつ

こつ努力していきたいと思います。

木下 慶亮 医師
（大分大学医師臨床研修
　　　プログラム2年目)
研修内容　地域保健
研修期間　8月1日～8月31日

（医師になったきっかけを教えてください）
　私の両親が医師ということもありましたが、小さい頃から
両親の働く姿を見ていて、自分も両親と同じような医師にな
りたいと思いました。
｠
（研修でどういうことをやっているか教えてください）
　主に呼吸器内科の藤井先生や消化器内科の那須先生に指
導していただきながら、誤嚥性肺炎や一般内科外来での発熱
などを診て、先生方にどのように考えていき治療するかを教
えていただきました。その他にも、訪問看護や地域医療にも
取り組みました。
｠
（将来の夢を教えてください）
　３年目は内科医として働きたいと思います。ただ自分の専
門分野の内科疾患だけでなく、内科疾患を全般的に診れるよ
うな医師を目指したいと思います。

新任医師のご紹介（大分三愛メディカルセンター）

中山　剛一 （10月１日着任）

【診療科】外科
【専門】消化器外科（肝胆膵領域）
【外来診察日】火曜・木曜・土曜
【趣味】硬式テニス
【コメント】福岡県久留米市より来ました。10月1日付で赴任させて頂いております。宜しくお願い致します。

ナカヤマ ゴウイチ

【住所】大分市大字荏隈字庄の原1790番地1　
【電話】097-573-6645　
【診療時間】9:00～13:00 / 14:00～18:00
【休診日】木曜午後、土曜午後、日曜・祝日
【診療科目】内科・外科・神経内科・脳神経外科
【趣味】（野球観戦）ホークスがんばれ！
【コメント】高齢者医療を頑張っていきます。

連携医療機関のご紹介連携医療機関のご紹介
庄の原クリニック

（理学療法士）

（5ページに続く）

院長
ながしま　  ともあき

永嶋  智成先生
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研修内容　地域保健
研修期間　8月1日～8月31日

〝リハビリテーション 〟、ここ近年では日常の中に溶け込んできた用語ですが、皆様一度はお聞きになられたことがある
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などを通して目標を共有し、それぞれの立場からアプローチして
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　できる限り、発症前の状態に戻るよう各人がアプローチして
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【住所】大分市大字荏隈字庄の原1790番地1　
【電話】097-573-6645　
【診療時間】9:00～13:00 / 14:00～18:00
【休診日】木曜午後、土曜午後、日曜・祝日
【診療科目】内科・外科・神経内科・脳神経外科
【趣味】（野球観戦）ホークスがんばれ！
【コメント】高齢者医療を頑張っていきます。

連携医療機関のご紹介連携医療機関のご紹介
庄の原クリニック

（理学療法士）

（5ページに続く）

院長
ながしま　  ともあき

永嶋  智成先生
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外

　
科

　
系

内

　
科

　
系

診療体制変更

外来担当医一覧　大分三愛メディカルセンター　
【平成24年11月5日現在】

（午前） ※救急時間外診療は24時間
　対応いたします。

(午後）受付時間
診療時間

13時30分～17時00分
14時00分～17時30分

月 火 水 木 金 土

　8時15分～12時00分
　9時00分～12時30分

受付時間
診療時間

認定施設

学会認定施設

保険医療機関・公費負担医療機関（費用負担に係る項目） 

日本医療機能評価機構認定病院
二次救急指定病院
大分ＤＭＡＴ 指定病院
厚生労働省指定　臨床研修病院（協力型）

日本泌尿器科学会　専門医教育施設
日本透析医学会　専門医教育関連施設
日本形成外科学会　認定施設
日本麻酔科学会　麻酔科認定病院

日本静脈経腸栄養学会認定 ＮＳＴ稼動施設
日本栄養療法推進協議会（ＪＣＮＴ）ＮＳＴ稼動施設

日本救急医学会　救急科専門医指定施設
日本外科学会　外科専門医制度関連施設
日本消化器内視鏡学会　指導施設
日本整形外科学会　専門医研修施設

保険医療機関
労災保険指定医療機関
指定自立支援医療機関（更生医療）
身体障害者福祉法指定医配置医療機関

生活保護法指定医療機関
結核指定医療機関原子爆弾被害者医療指定医療機関
原子爆弾被害者一般疾病医療取扱医療機関
特定疾患治療研究事業委託医療機関

献腎摘出協力医療機関
ＤＰＣ対象病院

【外科】10月1日より、担当医が変更になりました。　　　　　　　　  【循環器内科】11月5日より、担当医が変更になりました。
【心臓血管外科】10月15日より、担当医が変更になりました。　　　　【糖尿病内科】9月1日より、診察日が毎週月曜日のみに変更になりました。　
【リハビリテーション科】10月12日より、担当医が変更になりました。

　のつはる診療所では本年4月から、理学療法士2名が増員され合計3名体制
で従来の通所リハに加え、医療保険における入院リハと外来リハを開始しま
した。地域の方々を支える役割と急性期病院の後方支援的役割を担うことを

目標とし、医療における〝回復期〟から介護における〝維持期・生活期〟を支え
ていけるよう努力しています。

　〝介護老人保健施設わさだケアセンター〟では、介護老人保健施設が創始
された頃の原点に立ち返り、要介護認定を受けられた方々が医療施設（病院・
診療所）から在宅に復帰するために、身体・精神機能並びに日常生活への適

応力向上、自立支援、介護負担の軽減等を図る目的で〝中間施設の役割〟を
担うことを今以上に推進することになりました。

　今後、地域に暮らす方々が安心して安全に暮らしていただく上では急性期
から生活期に至るまでの〝連携〟を強化していくことは非常に重要な要素と
なります。

　利用者の方々が〝切れ目なく〟円滑に適切なサービスが受けられるよう、
サービスを提供する側は〝地域における横の連携〟を今以上に強化していか
ねばならないと考えます。そのような意味で、誠に簡単ではございますが弊

法人のリハビリテーション機能のご紹介をさせていただき、まだまだ微力で

はございますが地域の中でその一部の役割を担うことができるよう努力し

てまいりたいと存じますので、今後益々のご指導とご活用につきまして、よろ

しくお願い申し上げます。

のつはる診療所

介護老人保健施設　わさだケアセンター

インフルエンザ
予防接種のお知らせ

さんあい
ヘルパー
ステーションが
移設しました

接種期間

接種料金

平成24年10月1日～平成25年1月31日
受付時間
（午前） 8:15～12:00　/　診療開始9:00～
（午後）13:30～17:00　/　診療開始14:00～
※土曜日　午後休診
※日曜・祝日　休診

◇高齢者インフルエンザ（大分市在住） 1,500円

　※市町村により料金が異なります。

◇高齢者インフルエンザ（生活保護世帯の人） 無料

◇高齢者インフルエンザ（市民税非課税世帯の人） 無料
※市町村により対象者が異なります。

◇上記以外の任意接種
　　　　1回目             3,600円

　　　　2回目（同一医療機関）  2,550円

　　　　2回目（他医療機関）  3,600円

お問い合わせ
　　　　　　　☎（097）541-1311　医事課

心 臓 血 管 外 科

外科･消化器外科

乳 腺 外 科

脳 神 経 外 科

整 形 外 科

形 成 外 科

泌 尿 器 科

総 合 内 科

消 化 器 内 科

呼 吸 器 内 科

循 環 器 内 科

糖 尿 病 内 科

神 経 内 科

総 合 診 療

眼 科

リハビリテーション科

午前

午後

午前

午前

午前

午前

午前

午前

午後

午前

午前

午前

午後

午前

午前

午後

午前

午後

午後

午前

午前

森 義顕

森山 初男

刈茅 崇

高木 一広

内田 研

中野 大作

後藤 幸枝

半澤 一邦

半澤 一邦

中山 剛一

中山 尚登

内田 研

土肥 有二

浜田 裕一

野村 芳雄

那須 眞示

藤井 宏透

森 義顕

森 義顕

藤原 省三

刈茅 崇

高木 一広

土肥 有二

浜田 裕一

中野 大作

藤井 宏透

神徳 宗紀

久保田 敏昭

（整形外科）

森 義顕

森 義顕

中山 尚登

高木 一広

内田 研

野村 芳雄

那須 眞示

木野内林太郎

河野 嘉之

麻生 泰弘

麻生 泰弘

堀 重昭

藤原 省三

中山 剛一

土肥 有二

浜田 裕一

中野 大作

藤井 宏透

（整形外科）

森山 初男

中山 剛一

堀 重昭

内田 研

土肥 有二

浜田 裕一

中野 大作

横山 敦

森 義顕

三島麻衣(第1,3)
福永真理(第2,4)

浜田 裕一

金子 明子
(生活習慣病)

藤井 宏透
(禁煙外来)

岡本 光弘
(糖尿病外来)

野村 芳雄
(腎不全･透析)

金子 明子
(生活習慣病)

金子 明子
(生活習慣病)

金子 明子
(生活習慣病)

金子 明子
(生活習慣病)

金子 明子
(生活習慣病)

門田 淳一
(咳･呼吸器外来) (ぜん息･じん肺･ｱｽﾍﾞｽﾄ外来)

(総合診療)
藤井 宏透

岡本 啓太郎
（総合診療）

野村 芳雄
(頻尿･尿失禁)

那須 眞示
(腹部漢方外来)

休 診
(糖尿病外来)

月曜日から金曜日の午後は、当番制により診療を行っています。

浜田 裕一

中山/刈茅
(隔週)

高木 一広
(第1土曜不在)

さんあいヘルパーステーション
は、平成 24 年 9 月 1 日に有料
老人ホーム「さんさん」に隣接
して新事務所を移設いたしまし
た。10月1日で4年目を迎える、
「さんあいヘルパーステーショ
ン」は平屋建てのこぢんまりし
た明るい事務所です。
職員は「さんさん」と事務所を行ったり来たりの往復で走り
回っています。人生の先輩である利用者様の ”ありがとう ”
の素敵な笑顔に励まされて、やりがいのある仕事にしっかり
取り組んで職員一同頑張っております。
さんあいヘルパーステーション理念
1. 利用者が温かみのある、心地よい生活を送れるように支援します。
2. 安心して健やかな生活がすごせるよう医療・福祉・関係機関等の
　ネットワークを生かしたサービスを提供します。
3. 利用者一人、一人に尊厳をもって、その人の自主性を尊重し、常 
　に利用者の立場にたったサービスを提供します。
4. ヘルパー職員全員が日々、充実した心身をもって毎日を迎えられ
　るような環境作りに努めます。
5. ヘルパーステーション全体で環境に配慮し、資源の有効活用を図
　ります。

嶋田ヘルパー長

お問い合わせ　☎（097）529－5582
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系

内

　
科

　
系

診療体制変更

外来担当医一覧　大分三愛メディカルセンター　
【平成24年11月5日現在】

（午前） ※救急時間外診療は24時間
　対応いたします。

(午後）受付時間
診療時間

13時30分～17時00分
14時00分～17時30分

月 火 水 木 金 土

　8時15分～12時00分
　9時00分～12時30分

受付時間
診療時間

認定施設

学会認定施設

保険医療機関・公費負担医療機関（費用負担に係る項目） 

日本医療機能評価機構認定病院
二次救急指定病院
大分ＤＭＡＴ 指定病院
厚生労働省指定　臨床研修病院（協力型）

日本泌尿器科学会　専門医教育施設
日本透析医学会　専門医教育関連施設
日本形成外科学会　認定施設
日本麻酔科学会　麻酔科認定病院

日本静脈経腸栄養学会認定 ＮＳＴ稼動施設
日本栄養療法推進協議会（ＪＣＮＴ）ＮＳＴ稼動施設

日本救急医学会　救急科専門医指定施設
日本外科学会　外科専門医制度関連施設
日本消化器内視鏡学会　指導施設
日本整形外科学会　専門医研修施設

保険医療機関
労災保険指定医療機関
指定自立支援医療機関（更生医療）
身体障害者福祉法指定医配置医療機関

生活保護法指定医療機関
結核指定医療機関原子爆弾被害者医療指定医療機関
原子爆弾被害者一般疾病医療取扱医療機関
特定疾患治療研究事業委託医療機関

献腎摘出協力医療機関
ＤＰＣ対象病院

【外科】10月1日より、担当医が変更になりました。　　　　　　　　  【循環器内科】11月5日より、担当医が変更になりました。
【心臓血管外科】10月15日より、担当医が変更になりました。　　　　【糖尿病内科】9月1日より、診察日が毎週月曜日のみに変更になりました。　
【リハビリテーション科】10月12日より、担当医が変更になりました。

　のつはる診療所では本年4月から、理学療法士2名が増員され合計3名体制
で従来の通所リハに加え、医療保険における入院リハと外来リハを開始しま
した。地域の方々を支える役割と急性期病院の後方支援的役割を担うことを

目標とし、医療における〝回復期〟から介護における〝維持期・生活期〟を支え
ていけるよう努力しています。

　〝介護老人保健施設わさだケアセンター〟では、介護老人保健施設が創始
された頃の原点に立ち返り、要介護認定を受けられた方々が医療施設（病院・
診療所）から在宅に復帰するために、身体・精神機能並びに日常生活への適

応力向上、自立支援、介護負担の軽減等を図る目的で〝中間施設の役割〟を
担うことを今以上に推進することになりました。

　今後、地域に暮らす方々が安心して安全に暮らしていただく上では急性期
から生活期に至るまでの〝連携〟を強化していくことは非常に重要な要素と
なります。

　利用者の方々が〝切れ目なく〟円滑に適切なサービスが受けられるよう、
サービスを提供する側は〝地域における横の連携〟を今以上に強化していか
ねばならないと考えます。そのような意味で、誠に簡単ではございますが弊

法人のリハビリテーション機能のご紹介をさせていただき、まだまだ微力で

はございますが地域の中でその一部の役割を担うことができるよう努力し

てまいりたいと存じますので、今後益々のご指導とご活用につきまして、よろ

しくお願い申し上げます。

のつはる診療所

介護老人保健施設　わさだケアセンター

インフルエンザ
予防接種のお知らせ

さんあい
ヘルパー
ステーションが
移設しました

接種期間

接種料金

平成24年10月1日～平成25年1月31日
受付時間
（午前） 8:15～12:00　/　診療開始9:00～
（午後）13:30～17:00　/　診療開始14:00～
※土曜日　午後休診
※日曜・祝日　休診

◇高齢者インフルエンザ（大分市在住） 1,500円

　※市町村により料金が異なります。

◇高齢者インフルエンザ（生活保護世帯の人） 無料

◇高齢者インフルエンザ（市民税非課税世帯の人） 無料
※市町村により対象者が異なります。

◇上記以外の任意接種
　　　　1回目             3,600円

　　　　2回目（同一医療機関）  2,550円

　　　　2回目（他医療機関）  3,600円

お問い合わせ
　　　　　　　☎（097）541-1311　医事課

心 臓 血 管 外 科

外科･消化器外科

乳 腺 外 科

脳 神 経 外 科

整 形 外 科

形 成 外 科

泌 尿 器 科

総 合 内 科

消 化 器 内 科

呼 吸 器 内 科

循 環 器 内 科

糖 尿 病 内 科

神 経 内 科

総 合 診 療

眼 科

リハビリテーション科

午前

午後

午前

午前

午前

午前

午前

午前

午後

午前

午前

午前

午後

午前

午前

午後

午前

午後

午後

午前

午前

森 義顕

森山 初男

刈茅 崇

高木 一広

内田 研

中野 大作

後藤 幸枝

半澤 一邦

半澤 一邦

中山 剛一

中山 尚登

内田 研

土肥 有二

浜田 裕一

野村 芳雄

那須 眞示

藤井 宏透

森 義顕

森 義顕

藤原 省三

刈茅 崇

高木 一広

土肥 有二

浜田 裕一

中野 大作

藤井 宏透

神徳 宗紀

久保田 敏昭

（整形外科）

森 義顕

森 義顕

中山 尚登

高木 一広

内田 研

野村 芳雄

那須 眞示

木野内林太郎

河野 嘉之

麻生 泰弘

麻生 泰弘

堀 重昭

藤原 省三

中山 剛一

土肥 有二

浜田 裕一

中野 大作

藤井 宏透

（整形外科）

森山 初男

中山 剛一

堀 重昭

内田 研

土肥 有二

浜田 裕一

中野 大作

横山 敦

森 義顕

三島麻衣(第1,3)
福永真理(第2,4)

浜田 裕一

金子 明子
(生活習慣病)

藤井 宏透
(禁煙外来)

岡本 光弘
(糖尿病外来)

野村 芳雄
(腎不全･透析)

金子 明子
(生活習慣病)

金子 明子
(生活習慣病)

金子 明子
(生活習慣病)

金子 明子
(生活習慣病)

金子 明子
(生活習慣病)

門田 淳一
(咳･呼吸器外来) (ぜん息･じん肺･ｱｽﾍﾞｽﾄ外来)

(総合診療)
藤井 宏透

岡本 啓太郎
（総合診療）

野村 芳雄
(頻尿･尿失禁)

那須 眞示
(腹部漢方外来)

休 診
(糖尿病外来)

月曜日から金曜日の午後は、当番制により診療を行っています。

浜田 裕一

中山/刈茅
(隔週)

高木 一広
(第1土曜不在)

さんあいヘルパーステーション
は、平成 24 年 9 月 1 日に有料
老人ホーム「さんさん」に隣接
して新事務所を移設いたしまし
た。10月1日で4年目を迎える、
「さんあいヘルパーステーショ
ン」は平屋建てのこぢんまりし
た明るい事務所です。
職員は「さんさん」と事務所を行ったり来たりの往復で走り
回っています。人生の先輩である利用者様の ”ありがとう ”
の素敵な笑顔に励まされて、やりがいのある仕事にしっかり
取り組んで職員一同頑張っております。
さんあいヘルパーステーション理念
1. 利用者が温かみのある、心地よい生活を送れるように支援します。
2. 安心して健やかな生活がすごせるよう医療・福祉・関係機関等の
　ネットワークを生かしたサービスを提供します。
3. 利用者一人、一人に尊厳をもって、その人の自主性を尊重し、常 
　に利用者の立場にたったサービスを提供します。
4. ヘルパー職員全員が日々、充実した心身をもって毎日を迎えられ
　るような環境作りに努めます。
5. ヘルパーステーション全体で環境に配慮し、資源の有効活用を図
　ります。

嶋田ヘルパー長

お問い合わせ　☎（097）529－5582
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ESWL治療
とは?

診療の流れ ESWL装置　MODULITH　SLX-F2
　ストルツメディカル社製

ご不明な点がございましたら、泌尿器科外来までお問い合わせください。
☎（097）541-1311

アトリウム作品展　作品募集中!

リレーフォーライフ大分2012
チーム三愛　活動報告
リレーフォーライフ大分2012
チーム三愛　活動報告

　平成24年9月より最新のESWL装置が導入されました。装
置の導入によって安全かつ短時間での治療ができます。

体外衝撃波結石破砕治療

ESWL装置が
   導入されました

中野　大作大分三愛メディカルセンター
泌尿器科部長

なかの　 だいさく

・治療の対象は、腎結石と尿管結石です。
・体を切らない治療法であり、体の外からあてる衝撃波によって結石を砕きます。
・リラックスミュージックを聴きながら、1時間程度寝たまま待つだけです。
・細かく破砕された結石は、尿と一緒に自然に体外へと排出されます。

①泌尿器科外来を受診
　　かかりつけ医の紹介状のある方は
　　持参の上ご来院ください。
　　　　⇩
②治療日を決定
　　　　⇩
③治療日AM　入院
　　　　⇩
④治療日PM　ESWL治療
　　　　⇩
⑤翌日退院（初回は原則1泊2日となります）

診察日　月～土曜日
（受付）　8:15～12:00
※診察開始は9:00からとなります。

・円筒型電磁変換方式を採用しており、体表面で衝撃波エネルギーが分散
して体内に伝わるため、痛みと負担の少ない治療を可能にしています。
・タッチスクリーン上で破砕装置、衝撃波発生装置、X線装置を操作します。
操作性に優れ、放射線照射時間を大幅に減少させます。

・初回の手術で結石が割れないこともありま

す。この場合、複数回に分けて治療を行っても

手術費は初回にしかかかりません。

リレーフォーライフとは?

募金報告

がん患者を支援するチャリティーイベントとして世界20ヶ国以上で開催されてお

り、大分県内では今年で5回目の開催となりました。

「One World One Hope」の合言葉のもと、がん征圧を願いがん患者や家族、医療

関係者等が集い夜通し24時間を歩き続けます。

9月15日（土）12時30分　大分スポーツ公園大芝生広場にて62チーム約2,200人が開会式に参加しまし

た。（2日間で約5,000人が参加）

がん患者だけで歩く「サバイバーズウォーク」でリレーがスタートし、続いて一般参加者が歩き始めました。

「チーム三愛」は230人が参加し、翌朝10時のゴールまで歩き続けることができました。三愛会全事業所の

職員・家族に加えて永冨脳神経外科病院の職員さんも一緒に

歩いていただきました。

「チーム三愛」で募った募金98,576円を寄付させていただきま

した。

リレーフォーライフで寄せられた募金は、公益財団法人日本対

がん協会を通してがん研究支援などに充てられます。

大分三愛メディカルセンターでは地域の方のために作品展スペースを開

放しています。絵画や写真、書道、工芸など何でも、出展していただける方

を募集中です。

場所:大分三愛メディカルセンター1階アトリウム
お問い合わせ:地域連携支援課　☎（097）542-7404

10月の作品展

「わさだケアセンター作品展」

健康保険適用の
　 治療です

「チキン南蛮特製タルタルソース添え」
大分県は鶏の消費量が日本一といわれています。大分から揚げも全国に普及している
ようですが、今回は当院でも人気の鶏肉メニュー「チキン南蛮」を紹介します。

作り方
１．鶏肉を 3つに切り、塩・こしょうで下味をつける。
２．小麦粉・でんぷん・卵を混ぜ衣を作る。
３．ピクルスをみじん切りにし、マヨネーズ・砂糖と混ぜ、
　　タルタルソースを作る。
４．Aで甘酢を作る。
５．１の肉に２の衣をつけ油で揚げる。
６．５の肉を４で作った甘酢に漬ける。
７．皿に細切りにしたレタスを敷き、肉をのせタルタルソースをかける。

 材料（1人分）
　鶏むね肉　  70g
　塩　　　　 0.5g
　こしょう　 0.3g
　小麦粉　　　 5g
　でんぷん　　 5g
　卵　　　　  10g
　てんぷら油 　5g
　マヨネーズ  10g
　きゅうりピクルス　3g
　砂糖　　 　0.5g

 A（甘酢）
　酢　　　 10cc
　薄口醤油　5cc
　砂糖　　　 3g
　だし汁　 10cc
　
レタス（付け合わせ）1枚

さんあいキッチン  
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社会医療法人三愛会
大分三愛メディカルセンター 広報誌




