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編 集 後 記 例年に比べ寒い冬でしたが、だんだん温かくなって、外に出る機会も増えてくると思
います。これで花粉がなければ最高の季節ですが・・・・。皆さんも、無理のない程
度に外で色々な活動をしましょう。

黒田

　新院長として、はりま病院とはどういう病院で何をめざしているのかを紹介いたします。
①　地域に貢献します。
　遠くの大病院より近くの小回りの利く病院として駅前にある利便性、小規模ゆえの融通性を
発揮していきます。公立病院との大きな違いは診療体制です。土曜日でも診察や検査ができ、
平日は仕事帰りに夜間診で受診できることです。また内視鏡検査やエコー、ＣＴ、ＭＲＩなどの予
約がとりやすい病院です。消化器内科外科を主として呼吸器科、循環器科、糖尿病外来、
整形外科、リハビリ科、人間ドックに対応しています。
②　患者様の立場にたった良質な医療を提供します。
　良質な医療とは患者様それぞれの多様性を考慮し適切な治療法を選択していく、いわばオー
ダーメイドの医療と考えます。また即時性と継続性を重視します。当院では消化器疾患でいえ
ば腹痛や出血など緊急事態への即時対応として緊急検査から緊急内視鏡治療、そして必要
に応じて外科治療への移行が可能です。また各種の疾患は継続的な経過観察で、早期発見、
早期治療が期待できます。この定期検査には電子カルテによるデータ管理が役立ちます。現
在と過去の所見と対比しながら経過観察ができ対策をたてやすくなります。
③　専門的で安全な医療を提供します。
　病因の理解、把握に基づき、その患者様にあった治療法を提示し選択していくこと、いわ
ば診断や治療法の引き出しが多いことが専門家に要求されると思います。安全な医療は知識
の向上や手技の熟達により、起こりうるリスクを評価し回避していくことから生まれると考えます。
④　信頼される病院をめざします。
　皆様に信頼していただけることが安心、満足につながり継続性に結びつくと考えます。
⑤　つながりを大切にします。
　受付、検査、診察、リハビリ、薬局、紹介医へのご報告、定期検査など、すべてのつながりを、
はりま病院は大切にするよう努めていきます。
　今後も病院の綱領（根本方針）である「ほんまもんの医療をめざして」、地域に必要とされ
る病院でありたいと思います。よろしくお願いいたします。

ほんまもんの医療をめざして

柏木　亮一院　長
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4月から外来担当表が変更になりました。
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薬剤課　課長　丸尾佳史

薬剤師　　　　　　　　　９名
　（常勤：７名、非常勤：２名）
ＮＳＴ専門療法士　　　　１名
兵庫県糖尿病療養指導士　１名
認定実務実習指導薬剤師　２名
日病薬生涯研修履修者　　５名

外来調剤
　はりま病院では、院内処方による調剤をおこなっています。
　院内処方によるメリット
・調剤薬局等への手数料等がないため、自己負担金額が少
ない。
・薬局に行く手間や時間が節約でき、会計が一度で良い。
・希望により、薬の変更追加、日数の調節が窓口で簡単に
できる。
・診療の内容をすぐ確認できるため、より的確に服薬につ
いて説明できる。

病棟業務
病棟に薬剤師が常駐し、新入院の初回面談、服薬指導、退院
指導、１週間配薬、持参薬管理を主に行っています。医師や
看護師などの医療スタッフと積極的にコミュニケーションを
とることで患者様の情報を共有し、病棟での問題の解決に貢
献しています。

抗がん剤治療
抗がん剤治療は副作用の発現を最小限にして最大の効果を上
げなくてはなりません。そのために、薬剤師は当院で行われ
ているすべての抗がん剤の治療内容を把握しチェックして、適
正な方法で適正な量の治療が行われているかを確認した後、
調剤をしています。また、注射の抗がん剤は薬剤師が薬局の
注射混合室にて清潔で安全な環境の中で混合しています。

薬学部実習指導
現在、薬学部は医師と同じ６年制となっています。そこで、
病院薬局での11週間の実務実習が必須となり当院薬局でも
多くの実習生を受け入れています。これは、未来の薬剤師を
育てる上で我々の責務であるため、積極的に教育に関わって
います。

薬剤課の紹介薬剤課の紹介 新人職員紹介

渡邊 京子医事
わたなべ きょうこ

この度12月より受付で勤務させて頂いております。
日々、周りの方々に指導して頂き、支えられ感謝の気持ちでいっぱいです。
また、さまざまな所属の方々のご活躍を拝見させて頂き尊敬の気持ちを抱くと共
に、私も皆様にご迷惑をおかけしないよう努力していきたいと思っております。
今後とも、どうぞよろしくお願い致します。

角 祐美子医事
かど みゆ こ

はじめまして、診療情報管理室で昨年12月から働かせていただいてます、角です。
医療関係の仕事は初めてでわからない事だらけですが、先輩方にいろいろと教え
てもらいながらスキルアップしていきたいと思いますので、よろしくお願い致し
ます。

野村 佳美医事
の むら よし み

12月16日より１階受付で勤務させて頂いております。スタッフの皆様には親切に
指導して頂き、まだ慣れないことが多くご迷惑をお掛けすることが多いと思いま
すが、１日でも早くお役に立てるよう頑張りたいと思います。どうぞよろしくお
願い致します。

河端 佳代医事
かわばた か よ

昨年12月より医事課で勤務させていただいております河端と申します。
医師事務担当として少しでも、診察がスムーズに進むよう、頑張りたいと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。

榎本 智子管理栄養士
えのもと とも こ

２月９日よりいなみ野病院から配属になりました、栄養課の榎本智子です。
病院での管理栄養士としての経験がまだまだ浅く、みなさまにはご迷惑をおかけ
することがあるかと思いますが、１日でも早くはりま病院での業務に慣れていき
たいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
食べることが好きで、ついついたくさん食べてしまいますが、自分の健康管理も
しっかりしていかなければいけないなと思っています。
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