
院長 坂本 不出夫

平成２０年度、医療制度は大き く変わろうと してい

ます。
今まで実施されてきた 一般住民健診が、特定健診・特定健康
保険指導と名称を変え医療保険の中に 入っ てきた こと 、後期高

齢者医療制度の導入、医療機能の集約化、そ して、平成１３年から 、一般・療養病
床と分け ら れた 入院病床区分制度ですが、新た な療養病床の見直しが始まりま し
た 。

地域医療の危機に対しても有効な改善策は示されないまま新年度がスタートしよ
うとしています。

そ ういう状況の中で、私た ち はこの地域の急性期医療を担う基幹病院としての
使命感を持ち 、そ の充実に 向け 努力してまい りますが、現在の厳しい 医療

現場をご理解いただ き、皆様のご協力を宜しくお願い致します。

入院中の患者様へお見

舞いメールを書くこと
が出来ます。詳しくは、

国保水俣市立総合医療センターの

ホームページをご覧ください。
http://park3.wakwak.com/~minama

ta-sic01/
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・患者中心の医療
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・地域との連携
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診療受付時間 午前 ８時～午後３時まで

面会時間 午前１１時～午後８時まで

午後 ３時～午後８時

休診日 土・日・祝日･年末年始

交通のご案内
みなくるバス

停留所が病院の玄関前

と浜グランド側にあり

ますのでご利用くださ

い。

肥薩おれんじ鉄道

水俣駅から徒歩15分

車で５分です。

※広報誌『ふれあい』に関するご意見・ご要望は院内のご意見箱をご利用下さい。

当セン ターは、救急指定病院で、休日や時間外も 地域住民
の方が安心して受診できる よ うに ２４時間受け 入れ体制を整

えています。
休日・時間外診療の人員構成は当直医１名、看護師の３交

替勤務と師長・主任によ る 管理当直で、専門的診療が必要な

場合はオン コール体制で各科医師が診療にあた ります。
また 、検査科、放射線科、薬剤科、手術室も待機体制を取っ

ており対応できる よ うになっています。

定期的に救急カン フ ァレン スも 行っ ており、地域の病院・医院の医師や消防署救急隊
などと症例を呈示して救急救命に向けてディスカッションの場となっています。

【救急センター受診案内】
１， 受付について

時間外入口の保安室で受付けております。
医療センターの診察券をお持ちの方は、保険証と一緒にご提出くだ さい 。
交通事故や仕事上の事故は会計処理が異なりますので窓口にお申し出くだ さい 。

２， 診察について
診察前に看護師よ りの問診があ りますので、患者様の病状・現在飲んでい る お薬
など教えて下さい。

また 他院よ りの紹介状をお持ちの方は、受付でご提出くだ さい 。
患者様の病状・救急車搬送によ り診察の順番が前後する 場合がありますのでご了

承くだ さい 。
３， 薬の処方について
時間外・夜間のお薬は原則として１日分の処方となります。

休日昼間のお薬は、院外処方となっております。
４， 会計について
救急外来では支払いができませんので、平日（８：３０～１７：００）に来院して頂く事

になります。
銀行振込も可能ですので、受付（保安室）にお尋ねくだ さい 。

５， そ の他

原則として、救急外来受診後は平日に該当の外来を受診して頂く事になります。
何かわからない事がございましたら 、看護師にお尋ねください。

地域の 中核病院として、急性期医療を中心に 高度で 安全な医療を提供する
とともに経営的にも自立した患者に選ばれる病院を目指す

【ビジョン】



「ひどいいびき」「寝ているときに長時間息がとまる 」「日中の眠気がひどい 」など
の症状があり「睡眠時無呼吸症候群」とい う病気が疑われた 場合には、この検査を

おすすめします。
睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に 断続的に無呼吸を繰返し、そ の結果、日中傾

眠などの種々の症状を呈する 疾患の総称で、日本の人口の２～４％の有病率とい

われ、２１世紀の国民病と言われています。
睡眠時無呼吸症候群の検査は、脳波、い びきセン サー、酸素飽和度、呼吸ベ ル

ト（胸部・腹部）、心電図などは、全身に器具を取り付け 、１泊入院してい た だ き検
査を行うことになります。

材料■２人分
ブロッコリー 20 0ｇ

インスタントス ープの素(ポタージュまたはコーンスープ) 1袋

牛乳 10 0c c （1 / 2ｶｯﾌ ﾟ）

粉チーズ 少々

作り方■
①ブロッコリーは小房に分けて 、かために茹で る。

②鍋に牛乳を温め、スープの素を入れて 溶かして弱火で煮る。

③耐熱容器にブロッコリーを並べて ②をかけ 、粉チーズをふって 、オーブ

ントースターで焦げ目がつくまで焼く。

栄養量■(1人分 ) エ ネルギ ー 102kca l 塩分0.7ｇ
ソースにツナ缶や生クリームを入れるとさらに美味しくな ります。

ブロッコリ－は、ビタミンＣが豊富に含まれるほか、カロテンや鉄分も多く含んで います。ビタミン Ｃはウィ

ルスに対する抵抗力を強め、体の細胞を結びつける働きをするコラーゲンの合成を活発にするので 、肌を

美しく保ちます。

体内で ビタミン Ａにかわるカロテンは、体内の粘膜を保護する働きがあります。加え て 食物繊維も豊富。

食物繊維には、コレス テロールの吸収を阻害し、動脈硬化の予防、便秘予防に有効です。

その他、ビタミンＥも多く、Ｃとともに皮膚に張りをもたせ、みずみずしい肌をつくります。

茹で て 調理する場合は、な るべくビタミンＣの損失を少な くするために、短時間で すませること。水にさら

すと味も香りも低下するので 、ザルに広げて 冷まします。茎の部分に栄養素が集まって いるので 、捨て ず

に食べましょう。

「ワーファリン 」という薬を服用している場合は、薬が効かな くなるので 、多食は禁物です。

【紹介・特色】

平成18年4月から 診療科を「呼吸器科」として生まれ変わり

ました 。
呼吸器科では常勤医師3名で外来診療と入院診療を行っています。

「呼吸器科」とい うと風邪や気管支炎、肺炎などの呼吸器感染症が良く知られています
が、症状や異常に応じて必要であれば次のような精密検査を行っています。

①「長引く咳」がある時
2週間以上続く咳は要注意です。

気道（空気の通り道）の粘膜が過敏に なっ ておこる 咳の他に、喘息、肺炎、結核、肺癌
などの病気がかくれていることがありますので、必要に応じて次のような検査をします。

②健康診断や住民検診で「胸部レン トゲン検査で異常を指摘」された 時

③「ひどいいびき」「寝ているときに長時間息がとまる 」「日中の眠気がひどい 」時

このよ うな症状があり「睡眠時無呼吸症候群」とい う病気が疑われた場合は、
夜間ポリソムノグラフ ィーという検査を行います。
そ の検査の結果、夜間に呼吸が停止している 時間が長いことが判明したときは、鼻

マスク式呼吸補助療法（気道内持続陽圧）などの治療を行います。

①～③のよ うな症状や異常があ る 場合は、ぜひ 当科を受診されて くだ さい 。かかりつ
けのお医者さんに紹介状を書いて頂くのもよいでしょう。

胸部レン トゲン 検査 肺炎や結核などが存在しないかを確認します

肺機能検査 喘息や肺気腫が存在するかどうかをみます

喀痰検査 痰の中の成分（細菌、細胞、白血球など ）を調べます

胸部CT検査
肺の断面をみることができ、小さな病変も見つける ことがで

きます。

気管支鏡検査

気管支の中をみる内視鏡（気管支カメラ ）を使って、異常な
影のある ところの一部をとってきて悪い細胞や細菌（結核
菌、 カビ菌など ）がいないかを調べた りします。

また 、影があ る 部分を生理食塩水で洗ってそ れを回収して
そ の成分を調べた りもします （気管支肺胞洗浄）。

CTガイド下肺生検

肺の奥の方にある 病変に 対してCTで確認しながら 特殊な
針を刺して異常な影の一部を少しだ け採取して調べる 検査

です。
ある程度の危険を伴いますので必要と判断した 場合に
のみ 行います。

検査の予約などは、呼吸器科外来へお問合せください。

検査の流れ（要予約）
①呼吸器外来受診

②入院前検査（血液。心電図など ）
③１９時ごろ 機器装着
④入眠

⑤翌朝、機器を取り外し検査終了
⑥後日、呼吸器外来にて結果報告


