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年４回（２月・５月・８月・11月）発行予定

◆私たちは、地域社会との連携を図りながら、地域の人々の医療・保健・福祉の向上に
　貢献します。
◆私たちは、医療水準の向上に努め、患者さんに良質で安心できる医療を提供します。
◆私たちは、健全な経営に務め、活力に満ちた働きがいのある病院を目指します。
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私たちは、患者さん中心の医療を行います
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●紙面に掲載されている内容・写真等を目的外で
使用したり、複製・印刷する事を禁止します。
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国見町通院タクシー（仮称）が運行開始になりました！
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お 知 ら せ
10月26日から新たに、院内に病院表示モニターが設置されました。

■『診察案内』表示モニターについて
　診察される診療科の案内表示モニターに主
治医と、患者さん受付番号が表示されました
ら中待合にお進み下さい。その後主治医から
の呼び出し案内があるまでお待ちください。

■『会計案内』表示モニターについて
　診察が終了し、計算窓口にファイルを提出していただき、会計案内モニターに患者
さん受付番号が表示されましたら、自動精算機または会計窓口にて診察料金の精算を
お願いいたします。

❶　診察受付時、予約到着確認時に患者様受付票が渡され、その中に患者さん
受付番号が印字されますので、料金精算が終了するまで診察券ホルダーに
保管してください。
❷　患者さん受付番号は当日に限り有効となっております。
❸　精算窓口
　　モニターの表示案内の通り、会計窓口または自動精算機にてのお支払いと
なります。
　　なお、自動精算機は会計窓口前とエレベーター前に２台設置してあります。

上記の内容について、ご理解ご協力をお願いいたします。
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救急外来に陰圧装置付きの
診察室を新設

令和２年11月

　当院の救急外来には、これまで発熱や咳嗽などの症状がある感染症が疑われる患者様を分けて
診察出来るブースがありませんでした。そのため、救急外来を受診される患者様には体温測定や
問診表をご記入いただき、発熱のある方は、別の場所で待機してもらい、救急待合室などで交差
感染しないよう診察を続けております。今後も、基本は、発熱がある患者様には、事前に電話で
ご連絡いただき、発熱がない方と時間を分けてご来院していただく感染対策などにご協力いただ
くことには変わりはございません。
　今回、新設した「陰圧装置付きの診察室」とは、結核や麻疹（はしか）、水痘（水ぼうそう）
など空気で感染する感染症の疑いがある患者様を診察した場合でも、お部屋全体の空気を常に陰
圧にすることで、病原菌が診察室以外に漏れないよう、気圧を低くした診察室となっております。
陰圧装置とは空中に浮遊した病原菌
を吸い込み、HEPAフィルターを通
してクリーンな空気にして外に排出
する構造で、診察室内の空気は清浄
化され、患者様同士の交差感染防止
や、私達、医療者への感染曝露防止
の効果も期待できる装置です。
　今年、流行している新型コロナウ
イルス感染症は空気感染とは異な
り、唾液などの飛沫で感染する飛沫
感染やドアノブやトイレなどに接触
し、汚染された手のままで、目、鼻、
口に触ることで感染する接触感染に
なります。基本は、飛沫感染＋接触感染予防策のマスク着用や人との距離を１ｍ以上空ける、窓
をこまめに開放し換気する、流水・石鹸による手洗い・アルコール消毒、３密（密閉・密集・密接）
を避けるなどの感染対策を行えば感染拡大は防止できる感染症です。よって診察室に待っている
だけで感染する空気感染症ではありませんが、今回の陰圧装置付きの診察室を新設することで、
より患者様に安全に安心して受診できる診察室となりました。

※HEPAフィルターとは、空気中に含まれる微細な埃を取り除くために利用する高性能のフィル
ターで家庭では空気清浄器のような商品です。
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公立藤田総合病院への通院が便利になります!!
～国見町通院タクシー（仮称）の運行開始について～

　当院では1957年（昭和32年）から現在に至るまで、患者通院シャトルバスを運行して参りましたが、
時代の変化と共に利用者が減少してくるなど課題も見えてきました。
　そのような中、国見町の公共交通の高度化を目指す国見町役場と互いに連携して、「患者通院シャト
ルバスの利便性の充実」と「国見町における移動に係る諸問題の解決」を目指した「次世代運行サー
ビスの実現」に向けて、『国見町通院タクシー（仮称）』の運行へ取り組むこととなりました。
　本事業は産官医民連携の検証事業として、11月２日（月）からスタートしております。この事業は当
院へ通院する国見町民限定のサービスとなります。当院へ通院するための患者さんやその付添いの方
に対して、２台の専用乗合タクシー（写真①）がご自宅まで送り迎えをします。

　シャトルバスもこれまでどおり運行いたします
が、ぜひこの機会に『国見町通院タクシー（仮称）』
をご利用ください。
　今後は、本事業の結果やお寄せいただいた声を
もとに期間の延長や本格導入を検討していくこと
となります。

令和２年11月２日（月）
～令和３年３月31日（水）　※平日のみ

国見町民の方のみ

午前７時30分～午後３時30分

国見町役場企画情報課　TEL：024－585－2217

ご利用には事前登録と予約が必要です。
以下の３つの方法があります。
①窓 口 受 付：公立藤田総合病院１階の専用受付窓口
　　　　　　　（総合案内となり）で受付。（写真②）
②電 話 受 付：予約受付ダイヤル☎024－585－2124へお電話ください。
③アプリ登録：アプリ「MONETバス予約」をダウンロードして、スマホから簡単に登録、
　　　　　　　予約ができます。
　※登録・予約の流れは右ページのチラシをご参照ください。

写真①

実 証 期 間

利用対象者

運 行 時 間

お問い合わせ先

予 約 方 法

①午前８時30分～12時30分
②午後１時30分～午後４時

無料　※お試し期間のため。
（令和２年11月２日～令和３年３月31日）

予約受付時間

利 用 金 額

写真②
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眼科診療について

　令和２年10月から眼科に菅野俊雄医師が常勤医として

毎日診療いたします。

　加えて、福島医大医師の診察が毎週水曜日と木曜日になります。

　なお、初診・再診にかかわらず予約センターで予約することも

可能です。

　診察等ご不明な点は、総合受付窓口でお尋ねください。

予約センター
診察予約専用TEL：024－585－2124

予約受付時間：８：30～12：30、13：30～16：30

インフルエンザの感染予防について
令和２年９月４日　

　インフルエンザウイルスの感染経路は、新型コロナウイルス同様、
飛沫感染＋接触感染になります。潜伏期間は１～３日で、排出期間
は発症１日前～発症後７日間程度、最も感染力が強い期間が発症初
期３日間と言われます。
　症状は急な高熱、寒気、全身のだるさ、食欲不振、頭痛、筋肉痛、
関節痛、咽頭痛などで、正直、新型コロナウイルスと症状だけで判
別するのは難しい現状にあります。今シーズンは、インフルエンザ
ウイルスと新型コロナウイルスの検査を同時に検査させていただく
機会が増えると考えています。
　また、ほとんどの方は１～２週間で自然治癒しますが、高齢者や
乳幼児、また持病のある方などは肺炎、中耳炎、脳炎、脳症に至る
場合があります。感染するリスクを減らすこと、また重症化しない
ようワクチンを積極的に接種し、新型コロナウイルス対策同様、社
会全体で正しい手洗い・うがいやマスクの着用、密集、密接、密閉
の３密を避ける努力を継続してお願いします。
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正しい手洗いの方法
（ポイント：30秒以上、よく泡をたててやさしく洗う）

親指の付け根を洗う

５５

手首を洗う

６６

ツメの間を洗う

３３

指の間を洗う

４４

手をぬらして
せっけんを泡立てる

１１

手の甲を伸ばしながら洗う

２２
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正しい「うがい」で感染予防

うがいの仕方

１１

●うがいのタイミング
１．外出から帰ったら
２．人込みから出たあと
３．のどが乾燥した時、調子が悪いとき
４．空気が乾燥しているとき
５．静養している方の部屋へ入るとき
６．朝起きた時（口の中の菌数が多い）
※注意…コップはしっかり清潔に中性洗剤で洗浄したもの

コップに水を
用意して ２２

口に半分くらい、
水を含み

３３正面を向いたまま
「ブクブク」と ４４

もう一度、
口に水を含み

５５顔を上に向けて
「ガラガラ」と

ガラ

ガラ

ガラ

ガラ６６「ガラガラ」うがいは２～３回

水道水で
OK

「あー」や「うー」と
声を出して

１回は
15秒ぐらい

口の中の食べかすを
浮かせて吐き出す
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自動体温計を設置しました

　昨年12月17日より面会制限が開始され、今年の４月３日からは、面会禁止となりました。そ
れからもうすぐ１年が経とうとしていますが、今なお新型コロナウイルスの猛威は、収まる気
配はまったくありません。そして、当院では未だに面会禁止の状況は変わらず、入院患者さん
やご家族の皆さんにはご不便をお掛けしております。
　面会制限当初はおでこで検温するタイプの体温計を使用しておりました。その後は、手首ま
たはおでこで検温する非接触型の体温計を使用していましたが、10月20日より発熱検知、顔認
証AIカメラ搭載の自動体温計を２台設置いたしました。１台は正面玄関、もう１台は、総合案
内前にあります。当院に来院されましたら、まず自動体温計で体温の確認をお願いします。熱
がなければ「確認されました。お進
み下さい」マスクをしてなければ

「院内感染防止のため、マスクの着
用をお願いします」もしも発熱があ
る時は「熱があるようですので、受
付にお声かけ下さい」と話しかけて
くれますので、必ず検温してから院
内にお入り下さい。検温の後は、消
毒液で手指の消毒をお願いします。
車椅子の方は、自動消毒液をお薦め
します。
　今では、公民館や映画館やデパー
トにも自動体温計が設置されています。目に見えない敵との戦い
は、まだまだ続くと思います。そこで皆さんに、簡単にできる予
防法をお教えします。

Ａ：当たり前のことを
Ｂ：馬鹿にしないで
Ｃ：ちゃんとやる

　日々の生活の中で、自分の体温の管理をし、うがいや手洗いを
して、マスクを付けることを忘れずに行うこと。お部屋の換気な
ども気を付ければ、感染予防の効果は必ず上がります。
　これから寒さが厳しい時期となりますので、自分の身体は自分
で守る、を心がけ今年の冬を乗りきましょう。
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　2020年９月30日、約５年ぶりに当院のホームページをリニューアルしました。
　リニューアル前のホームページは、ページ数が膨大で、目的のページにたどり着くまでに
何回もクリックしなければならない、どこにどんな情報が載っているのか分かりづらいなど、
利用者には見づらいホームページだったと思います。
　その反省を踏まえ、今回のホームページは、『シンプル・見やすい・迷わない』をコンセ
プトに作成しました。

リニューアル後のホームページで力を
いれたポイントを２つ紹介します。

　１つ目は、シンプルでわかりやすくなった
トップページです。利用者が特によく見ると思
われる、外来・入院案内、予 約案内、健診・人
間ドック案内は大きなアイコンを設置し、ワン
クリックでそのページに行くことができます。
また、診療受付時間や面会時間、休診・代診情
報もトップページに表示し、他のページに行く
ことなく確認できるようにしました。

　２つ目は、※1クリック階層を浅くしました。
クリック階層が深いと利用者はストレスを感
じ、最終的にはホームページを見ることを止め
てしまう可能性が高くなります。今回は、トッ
プページからほとんどのページにワンクリック
でたどり着けるような設計されているため、ス
トレスなくホームページを見ることができると
思います。
　最後に、多くの皆さんに当院のことを知って
いただくために、ホームページ、フェイスブッ
ク、広報誌を介して積極的に情報を発信してい
きます。今後ともよろしくお願い致します。

※ １　トップページから何クリックでその目的のページに
たどり着けるかを表します。

ホームページリニューアルについて
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　毎年恒例となりました『白藤祭』が、11月11日
（水）～13日（金）の３日間にわたり開催されまし
た。今年は新型コロナウイルス感染予防の観点か
ら規模を縮小し開催の運びとなりましたが、芸術
の秋に相応しい多数の作品でホールシャングリラ
が華やかに彩られ、来院された方々の目を楽しま
せてくれました。
　今年は総数29点の作品を職員、当院OB、地域
の方々からご出品いただきました。
　原田實先生の日本各地のお城の写真や渡辺智先

生の幻想的な写真。そして、『藤田病院華道部』による鮮やかな活け花と会場は美術館のよう
に彩られました。
　その他にも、クリスマスの洋裁やつる細工によるバッグやストラップなど、数多く出品いた
だきましたことに大変ありがたく感謝いたしております。ご出品いただきました皆様にこの場
をお借りして改めて感謝申し上げます。
　白藤祭は、どなたでも出品可能です。是非、おうち時間を使って来年の出品を目指し新しい
芸術を始めては如何でしょうか？来年の出品をお待ちしております。

白藤祭
～2020～
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腎臓内科

栃木県宇都宮市
福島県立医科大学医学部卒業
福島県立医科大学脳神経外科
モンハン、猫
飲酒（ワイン・ウィスキー）
色々な経験をつませていただ
きたいと思います。
よろしくお願いします。

髙野　栄亮
たか の すけえい

出 身 地
略 歴

趣味・娯楽

ひとこと

小祝　　萌
こ いわい めぐみ

脳神経外科

循環器科

福島県桑折町
東北大学医学部卒業
涌谷町国民健康保険病院眼科
日本眼科学会専門医
無趣味が趣味です
　（ちょっと手を出してすぐ飽きるタイプ？）
微力ながら地域のお役に立ち
たいと思います

出 身 地
略 歴

資格・専門
趣味・娯楽

ひとこと

菅野　俊雄
かん おとしの

眼　科

出 身 地
略 歴

資格・専門
趣味・娯楽
ひとこと

福島県伊達市霊山町
福島県立医科大学医学部卒業
福島県立医科大学腎臓高血圧内科
腎臓病
旅行、スポーツ観戦
精一杯がんばりますのでよろ
しくお願いします。

福島県伊達市保原町
福島県立医科大学医学部卒業
福島県立医科大学循環器内科
日本史
特に戦国時代（室町～安土桃山）
若輩かつ臨床経験も浅いため
ご面倒をおかけ致します。
何卒宜しくお願い致します。

出 身 地
略 歴

趣味・娯楽

ひとこと

編 集
後 記
編 集
後 記

一條　靖洋
いち ひろやすじょう

　秋も深まり、山々の紅葉が自粛生活に癒しを与えてくれます。同時に寒さも押し寄せてきてお
り、インフルエンザや今年はコロナも心配な季節となってきました。手洗いを徹底して感染予防
をしていきましょう。明るい話題としては、10月から眼科と循環器科に新しい先生が着任され毎
日外来診療を行っています。詳しくはホームページをご覧下さい。

　認知症に関する学びの場や
専門職との出会いの場を目的
としたどなたでも参加できる
場所です。
　何でも話せる息抜きの場や
情報交換の場としてお気軽に
ご参加下さい。

日時：令和３年１月13日（水）　10時～11時
場所：オレンジハウス（１階売店向い）
会費：無料
予定：①今日のお話
　　　　「認知症初期集中支援チームとは？」
　　　②認知症予防体操

第22回 オレンジカフェ
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