


　こんにちは！大船渡病院の氏家です。私、大船渡病院では医療安全を担当しております。

　東日本大震災から 10年以上が過ぎました。当時も私は大船渡病院に勤務しておりましたが、

私がこのことから得た教訓は、安全はサイエンスではない、マナーであるということです。科学

は、本質的には価値を含まず、すなわち、科学の法則は一定の条件の下で普遍的に成立するので

あって、特定の地域や人々の価値判断を含んでいるわけではないということです。安全を確保す

るには、やはり個々人の良識やたゆまぬ努力が欠かせません。

　大船渡病院のスタッフも、日々涙ぐましい努力を重ねております。私の周りでも、休日を問わ

ず安全の業務に携わっている人たちがたくさんおります。この新型コロナウイルスが蔓延してい

る状況下での入院患者や市民等の安全も大切な業務の一つです。もちろん、多忙な中で人間がで

きることは限られており、瑕疵や失念等で皆さんにご迷惑をおかけすることも多々あると思いま

す。しかし、どんな些細な教訓でもそれを生かし再発防止や安全の向上に役立てようと職員一同、

精進努力しております。

　大船渡病院は、救急救命センターも併設した地域の中核病院です。医療業務も多岐にわたり、

極めて多忙で、業務間の密な連携やコミュニケーションが必須であります。しかし現実は、その

間を断つように、ところどころに安全を脅かす陥穽が口を開けているのです。この病院は地域

医療を守る最後の砦です。今は、研修医もたくさん来ていただいています。ただ、若いパワーは

未熟と表裏一体です。いろいろ行き届かないこともあるとは存じますが、皆さんと一緒に、彼ら

を育てていただきたいのです。

　地域医療は、その地域の人たちと一緒に育てていくものです。医療とは、社会的共通資本であ

り、制度や医療経済のみでは地域の人たちの幸福に寄与することはできません。そして、良い病

院とは、その地域の皆さんと一緒につくり上げていくものだと思います。我々病院のスタッフだ

けの努力では、目指す医療にははるか及びません。だからこそのチーム医療であり、患者さんや

その家族、そして地域の皆さんも含めてこそのチーム医療なのです。

　皆さんの助けがなければ、決して病院は良くなりません。良い病院というのは、定型的な概念

ではありません。常に時代や地域の情勢などによって変化し、その時その地域に望まれる病院を

つくり上げていく中に理想の目標として浮かび上がるものです。そして、地域医療を守ることが、

大船渡病院を守り育てていくことこそが、この地域の健康を堅守することなのです。これからも、

我々スタッフは前を向いて、大船渡病院をさらに地域に密着した素晴らしい病院にするために努

力を重ねていきたいと考えております。

岩手県立大船渡病院　副院長 氏家　隆

副院長あいさつ



【 薬剤科から】

－　皆さん、お薬手帳はお持ちですか？　－
　お薬手帳とは、いつ、どこで、どんなお薬を処方してもらったかを記録しておく手帳の事です。

　旅行する時、薬局で薬を購入する時、転居して新しい医療機関を受診する時、
休日当番医や救急病院を受診する時や災害の時、薬の名前や服用時間が分からな
くてもお薬手帳があれば処方されている薬の情報を伝えることが出来ます。
　私たち薬剤師は、お薬手帳から薬の重複や

薬同士の飲み合わせ、使用を避けた方がいい薬の確認をしていま
す。また、服用している健康食品や薬局・ドラックストアーで購
入した薬（一般用医薬品）、過去に服用して体に合わなかった薬
もお薬手帳に記載してもらうと処方薬との飲み合わせや食べ合わ
せ、使用を避けるべき薬を確認する事が出来ます。

　また、稀に病院・クリニック毎にお薬手帳
を分けている方がいらっしゃいますが複数の
医療機関からの薬剤情報を一元化するために
もお薬手帳は1冊にまとめましょう。

－　安心してお薬を服用していただくために　－
　入院中の患者様とは病棟担当薬剤師がお話しする機会が多いと思いますが、薬剤科窓口においても　
入院又は検査のための薬剤鑑別や休薬説明といった薬剤師と外来受診された患者様が話す機会が増え
てきています。
　薬剤師は皆様の薬の管理者として薬に関する説明の他、アレルギー歴、副作用歴、健康食品服用に
ついても皆様にお伺いしています。薬を安心して服薬していただくために大切な情報なので教えてい
ただければと思います。

　薬剤科窓口に『かもめ』と言う名前の薬の情報紙が置
いて有るのはご存じですか？
身近な病気とその治療薬のことが書いてあります。
興味のある方は一度手に取ってご覧ください。

薬剤科紹介

お薬の事で何か聞きたい事がありましたら

お気軽にお尋ねください。

薬剤科から…

耳寄り情報‼



放射線技術科について
　放射線技術科は、診療放射線技師 15名（男性技師 13名、女性技師 2名）、看護師２名、事務員１
名で皆様に安心して検査を受けていただけるよう日々の業務に取り組んでおります。
　診断業務では医師の指示のもとX線撮影、CT、MRI 等各種検査にて診療画像を提供しております。
　放射線治療業務では、がんなどの腫瘍に対し診断業務で使用される放射線に比べて高いエネルギー
を持った放射線を使用し、治療を行っております。

当院装置紹介

核医学検査再開
　機器更新のため中止していた核医学検査が昨年度より再開
いたしました。
　核医学検査では、放射性同位元素（RI：アイソトープ）と
呼ばれる放射線を出す物質を含んだ薬品を注射などにより体
内に投与し、主に臓器の機能情報を調べる
検査です。この検査では定量化による機能評価が可能であり、
診断や治療方針の決定により有用な情報が得られます。

放射線技術科紹介
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　臨床検査技術科は臨床検査技師 22名（男性技師 8名、女性技師 14名）で各種臨床検査を 24時
間体制で実施しています。臨床検査とは、病気の診断、治療、早期発見や予防に欠かせない手段のひ
とつです。この臨床検査を専門に行い、診断や治療の基礎となる患者さんのデータを集め、医師に提
供することが臨床検査技師の役割です。 
　私たち臨床検査技師は、大きく 4つの分野に分かれて日常検査を行っています。それぞれの検査に
ついて簡単にご紹介します。

臨床検査技術科紹介

検査に関する疑問があれば、お気軽にご相談ください！！

検体検査　　　　　　　　　　　　
尿の中に含まれる糖や蛋白の有無、血液中の白
血球数やヘモグロビン、コレステロール値、血
糖値、尿酸値などを調べます。また、手術や緊
急時に必要な輸血の準備も行っています。

細菌検査　　　　　　　　　　　　
喀痰、尿、便などの中から感染症の原因となる
微生物を見つけ、どんな薬が効くかを調べます。
また、各種ウイルス等の迅速抗原検査や遺伝子
検査も行っています。

生理検査　　　　　　　　　　　　
心電図や超音波検査（エコー検査）、呼吸機能
検査、脳波検査、ABI 検査（動脈硬化検査）、
聴力検査など、患者さんの身体を直接調べる検
査です。

病理検査　　　　　　　　　　　　
内視鏡・手術・解剖により取り出された臓器や組
織を調べる組織診と、尿・喀痰・胸水・腹水など
に含まれる細胞を調べる細胞診があります。顕微
鏡で観察し、悪性腫瘍や異常細胞の有無を調べ
ます。



最新情報はこちら ⇒

岩手県立大船渡病院　地域医療福祉連携室
〒022-8512
岩手県大船渡市大船渡町字山馬越10番地 1
TEL：0192－ 26－ 1111（代表）　内線6788
FAX：0192－ 27－ 7170（地域連携専用）
ホームページ　http://oofunato-hp.com/index.html

【備考】① 他病院へ診療応援、学会等で担当医師が不在になる場合や診療日が変更となる場合がありますので、
お知らせ掲示やホームページをご確認いただくようお願いします。

　　　　②緊急手術や急患対応等により診療日当日に急な変更等がある場合がありますので、ご了承願います。
　　　　③診察待ち時間解消のため診療予約制を導入しておりますのでご利用ください。
　　　　④救急患者さんは、上記に関わらず随時、受付、診療しています。
　　　　⑤ご紹介等は地域医療福祉連携室までお願いします（救急を除く）。
　　　　⑥当日の患者紹介は担当診療科へご連絡のうえ、FAX送信してください。
　　　　⑦新患受付業務と再来受付機の稼働は、午前８時からとなります。

※1　（循環器内科）新患は地域医療連携室を通して予約・紹介状が必要です。心臓外科外来の新患（紹介含む）は受け付けておりません。
※2　（外科）ストーマ外来は随時受け付けております。受診前に電話でお問い合わせください。
※3　（泌尿器科）新患は地域医療連携室を通して予約・紹介状が必要です。
※4　（放射線科）初診の方は受診日前週の金曜日15時までに外来まで連絡願います。
　　　　　　　　 放射線治療目的の紹介は各診療科経由とさせていただいております。
※5　（耳鼻咽喉科）毎月第1、3、5木曜日は予約診察のみとなります。
※6　（精神科）新患は事前に地域医療連携室を通して予約・紹介状が必要です。
　　　　　　　 電話再診の受付は9：00～ 11：30です。
※7　（眼科）木曜日の午後診察は14：00開始です。
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階 № 診療科 時間帯 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 受付時間

１
階

受
付
1

循環器内科
午前

新患
※ 1 予約制　紹介のみ 予約制　紹介のみ 予約制　紹介のみ 予約制　紹介のみ 予約制　紹介のみ

8：00～ 11：00再来 予約制 予約制 予約制 予約制 予約制
循環器内科
特殊外来

完全
予約 --- 心臓外科外来

（第 1、第 3、第 5） --- ペースメーカー
外来（第 2、第 4） ---

脳神経内科 午前
新患 --- 予約制　紹介のみ --- 予約制　紹介のみ ---

8：00～ 11：00
再来 --- 予約制 --- 予約制 予約制

（第 1、第 3）

血液内科 午前 新患 --- --- 予約制　紹介のみ --- --- 8：00 ～ 10：00再来 --- --- 予約制 --- ---

受
付
２

内      科
消化器内科

午前

新患 紹介のみ 紹介のみ 紹介のみ 紹介のみ 紹介のみ

8：00～ 11：00
再来 予約制 予約制 予約制 予約制 予約制

内      科
消化器内科
特殊外来

完全
予約 --- 糖尿病外来 --- 肝外来 糖尿病外来

外     科 午前 新患 ○ ○ ○ ○ ○ 8：00～ 11：00再来 ○ ○ ○ ○ ○
外     科
特殊外来
※ 2

午前
完全
予約

--- --- --- --- ---
---午後 --- 乳腺外来

（第 2、第 4） --- --- 血管外来
（第 2、第 4）

麻酔科 医師不在のため休診中 ---

緩和医療科 午前
新患 --- ○

場所 ： 血液内科
○

場所 ： 外科 --- ---
8：00 ～ 11：00

再来 --- ○
場所 ： 血液内科

○
場所 ： 外科 --- ---

受
付
３

小児科 午前 新患
再来 ○  ○  --- ○ ○ 8：00～ 11：00

小児科
特殊外来

午前

完全
予約

--- --- 乳児健診
心臓外来（第 2、3） --- ---

---
午後 予防接種 心臓外来 慢性疾患外来

新生児外来
乳児健診

内分泌外来（第 3）
腎臓外来（第 4）

神経外来（第 1）
小児外科（第 2）
予防接種
血液外来

（偶数月第 3）

階 № 診療科 時間帯 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 受付終了
内科系新患 循環器内科 内科 内科 循環器内科 内科

階 № 診療科 時間帯 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 受付時間

１
階

受
付
３

整形外科 午前 新患
再来 ○ 手術 ○ ○ ○ 月・水・木・金

8：00～ 10：30午後 手術 手術 手術 手術 手術

呼吸器内科 午前
新患 --- --- 予約制　紹介のみ

（岩手医大医師）
紹介のみ

（高田病院医師）
紹介のみ

（岩手医大医師）
8：00～ 11：00

再来 --- --- 予約制
（岩手医大医師）

予約制
（高田病院医師）

予約制
（岩手医大医師）

呼吸器内科
特殊外来

午前 完全
予約

--- 呼吸器外科
（岩手医大医師） --- --- ---

---
午後 --- --- 呼吸器外科 (第 3)

（中央病院医師） --- ---

受
付
４

脳神経外科 午前 新患
再来 ○ ○ ○ ○ ○ 8：00～ 11：00

泌尿器科 午前
新患※ 3 --- 予約制　紹介のみ 予約制　紹介のみ 予約制　紹介のみ ---

8：00～ 11：00
再来 予約制 予約制 予約制 予約制 予約制

放射線科
※ 4

午前
新患 --- --- --- --- ---

8：00 ～ 11：00
再来 --- --- 予約制 --- ---

午後
新患 --- 予約制

院内紹介のみ --- --- ---

再来 --- --- --- --- ---

２
階

受
付
５

産婦人科 午前 新患
再来 ○ ○ ○ ○ ○ 8：00～ 10：30

産婦人科
特殊外来 午後 完全

予約
すくすく
助産外来 助産外来 すこやか

助産外来 助産外来 すくすく助産外来
胎児エコー（第 3） ---

耳鼻咽喉科
※ 5 午前 新患

再来 ○ --- --- ○※ 5 ○ 8：00～ 11：00

形成外科 午前 新患
再来 --- --- ○ ○ --- 受付 8：00～ 11：00

診察 9：00～ 11：30

受
付
６

精神科
※ 6 午前

新患 予約制　紹介のみ 予約制　紹介のみ 予約制　紹介のみ --- 予約制　紹介のみ
8：00～ 11：30再来 ○ ○ ○ --- ○

デイケア --- --- ○ --- ○
精神科
特殊外来 午後 完全予約 --- ストレス外来 --- --- --- ---

眼科
※ 7

午前 新患
再来 ○ --- --- ○ ○ 8：00～ 10：30

午後 新患
再来 --- --- 手術 ○ --- 13：00～ 15：00

皮膚科 午前 新患
再来 ○ ○ --- --- ○ 8：00～ 11：00


