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表紙写真募集
の

お知らせ
皆さんによる各務原市内の風物
と写真を広報誌の表紙としてご紹介

今 号 の 表 紙 は「 東 海 中 央 病

の
院前

に
来年 3 月 に は 新 病 院

なり

桜の

ます

です
木」

ので

、慣

れ

。

親

しん

だ

建物
この

ともお 別 れ

です

。

したいと思います。次号の募集につ
いては、4月下旬の予定です。た
くさんのご応募をお待ちして
おります。
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など

「最高の誠意」
「最善の医療」
基本方針

①患者さま尊重の医療
②診察機能の向上
③健全経営の維持

ごきげんよう！ホームドクター
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石田眼科クリニック／いなづみ眼科／
小林歯科医院／原歯科医院／地域医療支援センターのお知らせ

公立共済やすらぎの宿
HOTEL ルブラ王山／プラザ洞津／ホテル グランヴェール岐山
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眼科医長

岩本

将吾

白内障について私が診察で実際に説明している内容をそのままの言葉で紹介します。
読み飛ばす気分で少しでも白内障について知っていただけたらと思います。

実際の手術

白内障とは？
眼はよくカメラにたとえられます。眼の中には水

手術には痛みに関しての心配

晶体というカメラのレンズに相当する部分があり

が多いようです。白内障の手

ます。白内障とはこの水晶体という部分が濁る所

術は目薬の麻酔で行いますの

見です。もともと水晶体は透明ですが加齢が主な

で目に痛い注射の麻酔をする

原因で濁ります。このためにぼやけて見えたり、

わけではありません。個人差

まぶしく見えたりします。眼の中の濁りが眼の前

はありますが通常10〜15分く

にスリガラスを置いた状態にしてしまうためです。

らいで終了します。術中も痛くありません。手術

基本的には白髪と同様に加齢が原因なので「白内

そのものは入院不要ですが、全身疾患、術後の通

障が原因で失明する。」「手遅れになる。」こと

院の都合により1〜2泊の入院

はないのですが、見え方を

をすることがあります。当院

回復させるためには手術が

では患者さんに応じて日帰り

必要です。いわゆる白内障

か入院かを相談して決めさせ

の目薬は濁りの進行を遅ら

ていただいています。

回復？
NO

せるものなので視力回復の
手段になりません。

まずは眼科受診を
手術は痛くないし早く終わるので患者さんにとっ

いつ手術が必要？

ては楽な手術ですが、決して簡単なわけではあり

「いつ手術をしたらよいですか？」という質問を

ません。手術を安易に考えることは禁物ですが、

受けることが多いのですが、見え方に不自由がな

手術手技や器機の進歩により安全に行うことが出

ければ手術しなくても構いません。

来ます。患者さんに応じた相談と説明を行います

「見え方が不自由であれば手術しましょう。」と

ので心配な方は一度眼科受診をお勧めいたします。

答えています。基本的には白内障による失明や手
遅れがないからです。視力が低下して生活に支障
がある、運転免許の更新
が出来ない、まぶしい、
等々の不具合があると思
いますが、それぞれの患
者さんに応じてアドバイ
スをさせていただいてい
ます。
・2/6・

東 海中央病院内勉強会プログラム

皆様の参加を
お待ちしています

平成21年度

◆緩和ケア勉強会

◆NST勉強会プログラム

第 11回 平成22年3月17日（水）17：45〜18：45
東海中央病院大会議室
演題：「在宅医療って何なんだろう？
〜手探りの10年を振り返って〜」
講師：つかはら医院 塚原 八重子先生

NSTチェアーマン 佐藤 榮作
第11回 平成22年3月11日（木）
17：45〜18：45
東海中央病院大会議室
「腎不全・高齢者の栄養管理」

NSTとは栄養サポートチーム(Nutrition Support Team)の略語であり、栄養療法を浸透させ、基本的医療を病院内に確立させる
ためのチーム医療を指します。栄養管理はすべての疾患治療に共通する最も基本的な医療です。

看護師募集

詳しくは以下の連絡先
（看護部）
までご連絡ください。

T E L（ 0 5 8 ）3 8 2 − 3 1 0 1
F A X（ 0 5 8 ）3 8 2 − 1 7 6 2

がん専門看護師

病院ボランティア募集!!

当院の澤井美穂副看護部長が、がん専

◆活動場所：東海中央病院内

門看護師の資格を取得いたしました。

◆活動内容

専門看護師とは、患者様やご家族また
は地域の方に対し、看護を実践したり

●総合受付での案内

・来院される患者さんの院内案内
・受診手続きの手助け

相談を受けたり、その方にとって円滑

・車いすの方の介助など

にケアが受けられるよう多職種とのコ

・院内設置の図書等の整理など

ーディネーションを行う役割を持って
います。また、看護の質の向上のため、
教育や研究活動を行います。
がんを抱えながらも患者様とご家族が
いきいきと生活して頂けるよう支援し
ていきますのでご相談ください。

●リネンの整理
●趣味を活かした活動
●その他

◆活動時間：要相談

〜ボランティア活動にご興味のある方は、
お気軽にご相談ください〜
問合せ先：地域医療支援センター 布施

TEL（058）382−3101
・3/6・
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8
厚

ちょっとした風邪だね。
薬を出しておきますね。

生労働省は「初期の診療は医院・診療所で、高度・専門
医療は病院で行なう」という医療機関の機能分担推

進を掲げています。当院は、かかりつけ医と地域の病院がスムー
ズな連携を取りながら、地域の皆様に安心できる医療を提供す

具合が悪いなぁ
かかりつけのお医者さんに
行こう

かかりつけの先生が
診察

詳しく診てもらったほうがいいね。
紹介状を書くから東海中央病
院にかかってください。

る地域医療連携システムをめざしています。

ふ

だんは自分の健康状態の相談ができ日頃から信頼でき

当院と連携を

るかかりつけ医に診察をしていただき、診療により専門

とられている

的な検査や治療が必要となれば、当院がかかりつけ医と患者さ

登録医の先生方を

まの医療情報を共有することで、的確な医療を提供し、無駄な待

かかりつけ医の先生に
報告書・検査結果をお
返事します。

随時ご紹介します。
紹介状持参
東海中央病院にて
診察

ち時間や同じ検査の繰り返しなどを省きます。

ク
ッ
ニ
リ
ク
科
石田眼
登録医名 石田 一成

4 370-7700
6 370-7850

住所 〒509-0146 鵜沼三ツ池町5-212
LASIK（視力回復治療）を行

診療科 眼科
診療日 午前9：00〜12：00
午後4：30〜 7：00
休診日 木、日曜日、祝祭日
駐車場 80台

っています。近視・遠視・乱視
を治すレーザーによる手術です。
点眼麻酔（目薬）のみで注射も
なく、痛みもほとんどありませ
ん。タイガーウッズ、松坂投手、
ブラッド・ピットもうけた事で
有名です。眼鏡やコンタクトレ
ンズから開放されます。
手術料金（両眼）20万円

URLhttp://www.ishidaganka.or.jp/

科
眼
み
づ
な
い
登録医名 稲積 幸介

4 371-0810
6 375-3282

住所 〒504-0825 蘇原柿沢町1-39

診療科 眼科
診療日 午前9：00〜12：00
午後3：30〜 6：30
木曜日午後は手術・レーザー治療
休診日 土曜日午後
日曜日、祝祭日
駐車場 駐車場11台、軽3台、
自転車置き場

豊かな生活のために快適な視力
は欠かせません。一口に目といっ
ても、いろいろな種類の病気があ
ります。それぞれの病気、生活の状態に最適な治療法を患者さまと
一緒に考えていきたいと考えております。院長は眼科専門医、緑内
障を専門とし、緑内障の研究で医学博士になりました。県内各地の
病院とも連携し、重症の病気にも適切な治療を選択してまいります。
逆まつげなど身近な病気にも対応いたします。

URLhttp://www.inazumiganka.com/
・4/6・

歯科医院の
紹介です!
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8
370-3800
小林歯科医院 4
6 370-3838

小児専用 370-3888

登録医名 小林 正典・小林 誠子
住所 〒509-0126 鵜沼東町6-115
診療科
診療日

歯科・口腔外科・小児歯科・矯正歯科
午前9：30〜12：30 午後2：00〜6：30
但し、小児歯科・矯正歯科は日曜も診療
します。労災指定医院、育成医療指定医院
大人と子供の診察室が別々になっています。大人はゆったり
休診日 木、日曜日、祝祭日
と落ち着いた診察室です。子供は小児歯科専門医が診察します。
インプラントは25年の実績があり、東海中央病院との病診連携
小児歯科／木曜日、祝祭日
により、CT撮影後、コンピューター解析をしています。
駐車場 30台
URLhttp://www.kakamigahara-dent.gr.jp/unuma/kobayashi/index.htm

4
6

原歯科医院

382-0935
382-2547

登録医名 原 千枝子
住所 〒504-0912 那加桜町2-159-１
診療科
診療日
休診日
駐車場

歯科
午前8：30〜13：00
午後3：00〜 6：00
木、日曜日、祝祭日
土曜午後
7台

昭和36年に当地で開業した父の跡を継ぐ
2代目です。口腔は身体の状態を映す鏡と捉え、
東洋医学の知識と手法も取り入れながら、
常に患者さんとの対話を心掛け、適切な診療、指導、メインテナンスに努め
ています。
女性ばかりのアットホームな雰囲気のクリニックです。御家庭でできる簡単な
ホームケアなども紹介させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。

URLhttp://www.kakamigahara-dent.gr.jp/naka/hara/index.htm

地域医療支援センターのおしらせ
地域医療センターは、“病院と地域をつなぐ懸け橋”の
役割を果たすために以下のような事業を行っています!!
◆初診紹介患者・大型医療機器共同利用の予約受付
◆地域関係機関からの連絡調整窓口
◆地域とのネットワークの構築
◆地域連携パスの推進
◆院内ボランティアの推進
◆医療福祉相談・退院支援
・5/6・
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名古屋駅から地下鉄約13分の便利さ！
！ 東山線池下駅徒歩3分

『くつろぎプラン』
お一人様1泊2食付

10,000円〜（税・サ込）

■ご予約・お問い合わせは
公立学校共済組合名古屋宿泊所

心地よい空間が
もたらすやすらぎの時

『ビジネスプラン』

●全室インターネット接続無料
●全室液晶テレビ
●全室冷蔵庫完備
●ルームシアター（有料）

7,200円（税・サ込）

Tel 052-762-3151

TEL052-762-3105(宿泊予約直通)
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通8-18

地下鉄東山線「池下駅」下車、2番出口より徒歩3分
東名高速道路名古屋インターチェンジより西に約20分

URL http://www.rubura.org
ルブラ王山

検 索

ご利用の一ヶ月前からのご予約
お一人様１泊朝食付

N
池下北
錦通
地下鉄東山線
池下駅
千
サンクレア 種
池下
署

至栄

池下

千種
区役所

地下鉄
2番出口

ルブラ
王山
千種警察署南

名古屋
銀行

覚王山西

三菱東京
UFJ銀行

至東山公園
名古屋I.C

5月12日
OPEN

2時間 飲み放題・食べ放題

〒500−8875 岐阜市柳ヶ瀬通6丁目14番地
ＴＥＬ．058-263-7111 FAX．058-263-5517
URL：http：/
/grandvert.com E-mail:info@grandvert.com
Mobile HP http:/
/www.grandvert.net/
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発 行／〒504-8601 各務原市蘇原東島町4丁目6番地2
公立学校共済組合

東海中央病院

3(058)382-3101 5(058)382-1762
URL http://www.tokaihp.jp
発行人／病院長 渡邊 正

初診・再診受付時間 8：30〜11：30／毎週土・日曜日祭日全科休診
お願い 保険証等の提示
月に一度は保険証・医療証等を保険証提示窓口に提示してください。

発 行／年4回
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