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◆ 地域の中核病院として、地域住民の生命と健康を守るために、安全で最新の医療
と救急医療の提供を目指す。

◆豊かな地域づくりのために、保健予防活動に努める。

病院の理念

緒方三社神楽保存会（豊後大野市緒方町）
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　あけましておめでとうございます。

　皆様のお陰をもちまして市立病院となり３カ月が過ぎました。時代は激動より連携へと流れてい

ます。病院にとり ″イケイケドンドン ″ の時代は終わり、成熟期に差し掛かったようです。ふと立ち

止まり辺りを見回し、内部を整備する時でもあります。成熟しつつ発展し完熟を目指します。これ

からも関係各位のご指導・ご支援をよろしくお願い申し上げます。

　住み慣れた地域や家で住み続けたいのは万人の願いでしょう。地方にいくほど人々の生活は露わ

となり、そのなかで素朴に医療を展開したい、包括的に人を診て関わりたいと思う心が国保直診の

立ち位置です。

　時とともに社会は変化し、地域も変わります。それに合わせて病院も変わらねばなりません。地

域も病院も生き物であり、お互いに絡み合いつつ躍動すべきです。

　公立病院の存在意義が問われる昨今、その受け皿としての社会医療法人が整備され、現在110を

超える数となっています。よい医療の提供に努力するのは勿論ですが、我々はどのように社会に貢

献してきたのか？年頭に当たり整理してみます。

　昭和 46年５月、へき地患者輸送バスの運行を開始し、現在コミュニティバスとなり地域と病院

を繋いでいます。

　昭和 57年４月、出掛ける医療として無医地区巡回診療を始めましたが、時とともに無医地区そ

のものが少なくなりました。

　平成６年４月、公立病院として県下で初めてすこやか訪問介護ステーションを開設し、在宅医療

を展開してきました。今後益々その発展が期待されています。

　平成９年11月、薬の宅配を開始し全国に報道され話題となりました。薬の長期投与が法的に整

備される切っ掛けとなり、痛快な社会への働き掛けでした。

　さて、病院正面玄関より入って外来患者待合室を抜け、右手に病院売店「へるとの店」があります。

実費だけはいただきますが「へるとハウス」の皆様方にお貸し、接客・販売をお願いしています。

　また、本館外来患者待合室で稼働しています自動販売機に伴う利益は、大分がん研究振興財団と

へるとハウス運営に寄与させて戴いています。

　医療関連職育成の面よりみますと、平成 21年度受入れた学生・研修生は多数にのぼります。豊

西准看 288名、東明高校看護科178名、藤華学園134名、看護科学大看護科12名、看護関係だ

けで計612名となります。豊後大野消防署職員研修では、救急救命士就業前研修２名を含めて８名

を受け入れました。そのほかリハビリテーション科実習生が４名などでした。さらに、来年４月よ

り臨床研究研修センターとして医学生の臨床フィールドの舞台となります。

　地域との連携こそが病院発展の鍵となります。本年もよろしくお願い申し上げます。

病院事業管理者　野　田　健　治

事業管理者あいさつ

激動より連携へ
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　皆様明けましておめでとうございます。新しき年明けに際してご挨拶申し上げます。

　市民病院として開院し、３カ月が経ちました。地域の方々に信頼され、積極的に選んでもらえ

る病院になるために、「変わらなければ」という意気込みでやってきました。少し変化の兆しもあ

りますが、端緒に就いたばかりというのが本音です。今後とも粘り強く与えられた役割を果たし

ていく所存であります。

　さて今年は卯年であります。兎には昨年の虎のような猛々しさはありませんが、モグモグ餌を

食べながらも、目を閉じ思いにふける思慮深さと、脱兎のごとく走る勢いと素早さを持っています。

また「卯」は東の方位を指し示すとも言われます。初日の昇ってくる東の空には希望を感じます。

じっくりと腰を据えて将来を見据えて沈思黙考し、良いと考えたことを、的確にスピード感をもっ

て実行していく年にしていきたいと考えます。

　さて今年の課題について、少し述べてみたいと思います。

　先ずは、診療機能の充実に全力をあげていきます。地域の基幹病院として、生活圏域での診療

支援に十分寄与できるように、診療内容を充実させることが当院の責務と考えます。そうは言っ

ても、全てを市民病院で対応はできません。地域の医療福祉機関、住民組織、行政の協力を必要

とすることは言わずもがなです。病院として２次医療までは、きちんとできるように体制を整え

ていきます。そのために厳しい状況下ではありますが、医療スタッフの確保に努めてまいります。

また次代の地域医療を担う人材育成を目指し、地域医療研修センターの立ち上げに、大分大学医

学部の協力のもと邁進していきます。

　次に病院という環境に、もてなしの心を咲かせたいと思います。病院は病む人が必死に生きた

いと念じながら、苦痛を忍ぶ場でもあります。ただ頑張るだけでは耐えられません。ふと心の休

まる時間と空間、励ましや安らぎをもたらす人の存在が必要です。市民病院を病む人の視点に立っ

て、心優しい医療サービスを提供する場に育ててまいります。

　次に町づくりにも関与していきます。市民病院は、市民により見守られている病院です。健康

というキーワードで、病院職員の持てる知恵と技能を積極的に発信して、

豊後大野市の元気で安心して住める町づくりにも関わっていきます。

　まだまだ課題は多々ありますが、市民病院が息長く存在し続け、力強く

発展するために、必要な事や出来る仕事は躊躇なく実行していく覚悟であ

りますので、市民の皆様を始め関係各位のお力添えをお願い致します。

　擱筆するにあたり、今年が皆様にとって良き年でありますことを祈念し

て、年頭の挨拶と致します。

豊後大野市民病院長　坪　山　明　寛

病院長あいさつ

年頭の挨拶
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 新鮮力!!
新任職員紹介

医 師

医 師

医 師

医 師

医 師

看護師

森　井　雄　治

棚　橋　　　仁

大　野　繁　樹

田　島　正　晃

原　　　紘　一

足　立　真知子

①出身医局：大分大学医学部第１外科
②卒業年次：平成元年
③専　　門：消化器外科
④趣　　味：飲む、打つ、飼う
⑤一　　言： ここ一番の集中力を大切にし、

微力ながら地域医療に貢献した
いと思います。

①出身医局：大分大学総合診療部
②卒業年次：平成 12年
③専　　門：消化器内科
④趣　　味：読書
⑤一　　言：よろしくお願いします。

①出身医局：大分大学消化器内科・
　　　　　総合診療
②卒業年次：平成 18年
③専　　門：総合診療内科
④趣　　味：パソコン・音楽
⑤一　　言： 10 月より総合内科で診療してい

ます。よろしくお願いします。

①出身医局：大分大学第１外科
②卒業年次：平成 11年
③専　　門：消化器外科
④趣　　味：ジョギング
⑤一　　言： 病気のことを理解した上で治療

を受けてもらいたいと思ってい
ます。わからないことは何でも
聞いて下さい。

①出身医局：大分大学整形外科
②卒業年次：平成 15年
③専　　門：骨折・外傷全般・下肢関節外科
④趣　　味：テニス・映画鑑賞
⑤一　　言： ３年前にも１年間お世話になりました。また地

域医療に励むべく大学での修行を終えて戻っ
て参りました。「みんな明るく、自分の足で」
をモットーに、皆さんのお役に立てるように診
療を行っていく所存です。股関節（足の付け根）
や膝関節が痛んで歩きにくいといった症状でお
困りの方は、いつでも整形外来３番まで！

①出身地：豊後大野市大野町
②趣　味：音楽鑑賞・買い物
③好きな言葉：なんとかなる♥
④自己PR： マイペースに頑張りたいと思いま

す。よろしくお願いします。
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看護師

看護師

管理
栄養士

視能
訓練士

看護師

事 務

臨床
検査技師

臨床
工学技師

吉　川　裕　子

和　田　智恵美

三　浦　咲　子

芦　刈　くるみ

川　野　洋　美

羽田野　太　志

朝　倉　翔太朗

清　水　哲　也

①出身地：竹田市
②趣　味：ドライブ・釣り・読書
③好きな言葉：継続は力なり
④自己PR：我慢強いと思います。

①出身地：津久見市
②趣　味：映画鑑賞
③好きな言葉：敬愛
④自己PR： 笑顔で頑張ります。

 気軽に声をかけて下さい。

①出身地：豊後大野市三重町
②趣　味：スケート
③好きな言葉：後悔先に立たず
④自己PR： 意欲的に学んでいきたいと思いま

すので、よろしくお願いします。

①出身地：豊後大野市三重町
②趣　味：ドライブ
③好きな言葉：一期一会
④自己PR： 一生懸命がんばりますので、よろ

しくお願いします。

①出身地：福岡県
②趣　味：ミニバレー
③好きな言葉：努力 !!
④自己PR： 明るいだけが取り柄です。よろし

くお願いします。

①出身地：豊後大野市三重町
②趣　味：バイク・ゲーム
③好きな言葉：明日は明日の風が吹く
④自己PR： 毎日笑って過ごせるよう充実した

日々にしたい

①出身地：大分市
②趣　味：ドライブ・バスケット
③好きな言葉：「為せば成る !!」
④自己PR： 福岡県の病院で１年半勤務し、こ

のたび大分に戻ってきました !!
慣れないことも多くご迷惑をおか
けすることも多々あると思います
がよろしくお願いします。

①出身地：豊後大野市大野町
②趣　味：映画鑑賞
③好きな言葉：自分に厳しく他人に優しく
④自己PR： 初めての病院勤務です。不安と期

待が交錯してますが、一生懸命が
んばりますのでよろしくお願いし
ます。

●このほか、26名の職員が県から派遣されています。
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就 任 挨 拶

　平成２２年１０月より看護技監として豊後大野市民病院に赴任いたしました藤原恵子です。みなさん、よろ
しくお願いします。
　私は看護師として３７年間臨床に携わってきました。その間、大学病院や大分県立病院などの勤務経験もあ
りますが、ほとんどが大分県立三重病院での勤務でした。
　今回、公立おがた総合病院と大分県立三重病院が統合され、新しく豊後大野市民病院がスタートしたわけで
すが、私はこの病院に赴任するにあたり、いろいろと悩んだのも事実です。先に退職している夫からゆっくり
旅行でも楽しもうと言われていましたし、１０月には初孫の誕生がありました。家には高齢の両親を抱えてい
ますし、退職するのが一番の選択なのかなと迷っていました。
　しかし、心の奥底で何か沸々としたものがあり、それが拭い去れない限り退職しても後悔するだろうと思っ
ていたのも事実です。今は、はっきりとした使命感を持っています。それはおがた病院のよさと三重病院のよ
さを融合して、患者様に愛される地域の中核病院としてこの豊後大野市民病院がその役割を果たせるよう少し
でも貢献しなければならないということです。新しい病院の「理念」「方針」も明確にされ、組織体制も確立
されました。看護部も私の看護技監という役職をはじめ、副看護師長という新しい役職もできました。しかし、
これからです。この組織や役割がきちんと機能するように働きかけなければいけないと思っています。
　私の看護技監は教育・研修が主な役割となります。患者様に安心で安全なしかも質の高い医療サービス提供
のために看護師の資質の向上を目指して、皆で取り組める活気ある組織づくりに貢献したいと思っています。

豊後大野市民病院   看護技監　藤原　恵子

年末年始に食べ過ぎていませんか？
今回は、生活習慣病予防効果のある「ブロッコリー」を紹介します。

ブロッコリーの
鶏あんかけ

材料（4人分）
ブロッコリー   1 株
鶏ひき肉   200 ｇ
しょうが   1 かけ
長ねぎ   1/3 本

サラダ油   大さじ１
水   1 カップ
しょうゆ   小さじ１
塩   小さじ１
鶏がらスープの素   小さじ１
片栗粉   大さじ１
水   大さじ２
とき卵   1 個分

■  作　り　方  ■
① ブロッコリーを小房に分け、1/2 カッ
プ強の水（分量外）とともに鍋に入れ、
蓋をして蒸し煮にする。ざるにあげて
水気をきり、皿に盛る。

②  Aをみじん切りにし、油で香りが出る
まで炒めたら、ひき肉を加えてポロポ
ロになるまでさらにさらに炒める。

　 B を入れ、Cの水とき片栗粉を加えて
とろみをつけ、卵を流し入れて混ぜ、
さっと煮立てる。

③①のブロッコリーに②をかける。

ミ  ニ  コ  ラ  ム

ブロッコリーの
成　分

◎ブロッコリーは野生のキャベツを改良したもので、頭頂部の蕾と茎を食べています。

・カロテン …………… 抗酸化作用。 
・ビタミンC ………… コラーゲンの生成と保持。抗酸化作用。 
・クロム ……………… 糖尿病の予防効果（糖代謝や脂質代謝に必要）。 
・カリウム …………… 血圧を下げる働き。 
・鉄 …………………… 貧血を予防。 
・カルシウム ………… 骨や歯をつくる。 
・ビタミンK ………… カルシウムの摂取を助ける。 
・スルフォラファン … 抗ガン作用（抗酸化作用、解毒作用）。 

栄養レデイさっちゃんの簡単レシピ

日々の食事に取

り入れて、生活

習慣病の予防に

役立ててね。

A

B

C
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豊後大野市民病院 三重診療所

三重診療所長　甲斐　誠司

　この度、豊後大野市民病院三重診療所長を拝命致しました甲斐と申します。
　三重診療所がスタートして約３カ月が経過しましたが、患者様の大分県立三重病院が診療所へ
縮小されたことへの「寂しさ」と「不安」がとても大きいことを実感しています。
　診療所になったとしても、地域住民の生命の重さは変わりません。この地域の医療を守る為に、
患者様に安心・安全を提供できる様、尽力させて頂きます。
　それでは、三重診療所の診療内容につきまして、説明させて頂きます。
　診療時間は平日の朝 8時半から午後 5時まで、内科全般につき承っています。また、月・火・水・
金曜日の午前中は小児科、木曜日午前中は整形外科の応援診療も行っています。 
　また、診療所では検尿、エコー、単純レントゲン、骨密度、動脈硬化、心電図検査などを行っ
ています。採血検査も対応しており、午前中の採血でしたら迅速で午後 3時には結果を報告する
ことができます。
　今後は健康教室を開催し地域住
民の健康の維持・増進をはかること
や、訪問診療（往診）を行うことで、
今までとは違うかたちで地域医療に
貢献していきたいと考えています。
　また、本院である豊後大野市民
病院などの近隣医療機関と連携を
とることで医療サービスを維持し、
患者様に丁寧に接することで温か
い医療を提供していきたいと考え
ておりますので、今後ともよろし
くお願い致します。

※土日・祝祭日、年末年始は休診します
※金曜日のみ、小児科診療時間は、9:30 ～ 12:00 となっています

〒８７９－７１０１
豊後大野市三重町宮野３９６４番地１
☎ 0974-22-2064　　ＦＡＸ  0974 － 22 － 0780

診療科 診療日 診療時間

内　科 月曜日～金曜日
　８：３０～１２：００

１３：３０～１７：００

小児科 月・火・水・金 　８：３０～１２：００

整形外科 木曜日 　８：３０～１２：００
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コ ラ ム このごろあのころ

お正月のころに 華陀

　近頃は子どもたちの凧揚げする姿を見なくなりました。きっと、温かい部屋の中でテレビゲ

ームなどに夢中なのでしょう。僕の子ども時代は正月を迎えると、寒さを厭うこともなく、凧

揚げばかりしていました。竹ヒゴに紙をはった手作りの凧に長い新聞紙の尾ひれを付け、風に

逆らって走ったものです。余りにも走りすぎた仲間のヨシちゃんが肥溜めに落ちたのもその頃

だったと思います。「このまま帰ると叱られる！」と泣くもので、皆で藁スボを燃やし彼の衣

服を乾かしたこともありました。

　あれは幾つだったのでしょうか、急に凧揚げがつまらなくなりました。それでも、テレビな

どなかった時代ですから、暇つぶしにと、幼い子が揚げている凧を友達のヒロちゃんと見に行

ったことがありました。今では何の話がきっかけだったかも覚えていません。突然、「大きく

なったら何になるつもり？」と、ヒロちゃんが僕に訊きました。それまで考えたこともなかっ

た質問にうろたえ、「さびー（寒い）なあ！」と、はぐらかし、それから、全身を震わせていた

のですが、あれは、羽化する前の蛹のように、大人の社会の入り口で戸惑っていた戦慄だった

と思います。

編 記後集
　私たち職員は昨年末インフルエンザの予防接種をしました。みなさんはもう済みましたか？

　予防といえば大分県は全国に先がけてノロウイルスが流行しています。これは注射ではな

く石けんによる手洗いが一番の予防策です。私の職場は手術室なので毎日しっかり手を洗っ

ていますが、家でも頑張って洗います。みなさんも、お気をつけください。Ⓐ　 

豊後大野市民病院のホームページを
 平成 23年１月より開設しました。

内容については、随時更新していきますので、ぜひご覧ください。

豊後大野市民病院 検索検索

●近藤圭一郎●一ノ宮健●後藤康一●山上健●内田健児●渡辺英治●宮成正樹●江藤洋子
●山口真弓●柴田智子●森迫直子●後藤麻紀●堀友里恵●伊藤麻衣●首藤香奈●足立愛

広報委員会委員が新しくなりました。よろしく、お願いします。
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