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太陽の光が明るくきらきらと輝くさま。
大分三愛メディカルセンターが地域の中で燦燦と輝くことを目指して名づけました。

1. 患者さまが安心して生命を委ねられる病院。
1. 専門性の高い医療、患者さま中心の医療を実践する病院。
1. 他の医療機関・福祉施設と共に良い医療を支える病院。
1. 職員が幸せでやりがいのある病院。
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　12/6、のつはる診療所において市民公開講座が開
かれました。今回は骨粗鬆症という最近よく耳にする
身近なテーマについて三愛メディカルセンター整形外
科部長である高木先生が講演してくれました。骨粗鬆
症は高齢になるほどに多くなる病気であり、ゆくゆく
は骨折を招くケースも多くみられ、日頃より運動や食
事などの生活習慣の改善に努める必要があります。高
木先生の笑いを交えた軽快なトークには皆さん真剣に
耳を傾け、とても楽
しい講演となりまし
た。

　
　地域住民との交流や健康増進を目的として、田島地
区のふれあいサロンに参加しました。
　当院神経内科医の則行医師に脳卒中の予防という演
題で生活習慣や血圧管理について話してもらいました
が、則行医師の軽快な話術に時間も忘れて楽しく過ご
せましたとの声も聞かれました。このように近隣地域
より講師の派遣依頼があれば出向いていきますので、
地域医療連携室までお問い合わせください。

市民公開講座市民公開講座

　新年あけましておめでとうございます。
　大分三愛メディカルセンターは増築を重ねて使いづらくなった旧病院を医療の高度化に対応し、快適
なアメニティを提供するために行った新築移転・名称変更から 3年半が経過しました。
　この間、稙田の地域病院から大分市南西部・由布・直入竹田地区を合わせた広い地域の二次救急医療
を担う中核的病院に発展してまいりました。また回復期リハビリテーション病棟を開設し、急性期から
回復期までの治療過程を担える地域密着型病院の機能も強化してきました。
　これまでの救急・災害医療への取り組みが評価され、昨年 11月に社会医療法人の認可を受けること
ができました。社会医療法人には公益性、公共性、透明性が求められています。2010年、当院は社会
医療法人の責任を果たせる病院に生まれ変わります。
　当院を受診された方がこの病院を選んでよかったと実感していただけるよう、全職員をあげて安心・
安全な医療を目指して参ります。
　2010年もどうぞよろしくお願いいたします。

新年のご挨拶新年のご挨拶新年のご挨拶
大分三愛メディカルセンター　院長　森　義顕

骨まで愛して〜骨粗鬆症について〜 脳卒中の予防骨まで愛して〜骨粗鬆症について〜 脳卒中の予防
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社会医療法人認可
について

社会医療法人認可
について

地域医療の確保に必要な公益的事業の基準と法人の公的運営要件
を満たすと認定され、当院は平成 21年 11月 1日より社会医療
法人として大分県知事より県内で 3法人目の認定を受けました。
今後も地域の中で、救急医療をはじめとした公益性の高い医療提
供に組織を挙げて全力で取り組んで参ります。
※救急医療等確保事業・・・都道府県が策定する医療計画に記載
された事業で、
1）救急医療　2）災害時における医療　3）へき地医療　
4）周産期医療　5）小児医療　の 5項目です。

　平成 21年 12 月 1日から、念願であった、院長直属の医療安全管理室の立ち上げを行う事ができま
した。室長には医療安全の取り組みに熟知されている大塚三千代さんを招致いたしました。大塚室長は
大分大学附属病院の初代の医療安全管理部副部長として、大きな組織に医療安全文化を構築し幅広い人
脈と豊富な知識・実践力で多くの実績を残されてまいりました。地域医療を担わせて頂く病院として、
患者さまや他の医療施設から信頼をいただくには、質のいい医療を徹底的に追求していく事が使命と考
えております。信頼される医療機関として、医療現
場の安全管理システムは重要で「人間はエラーを
起こすもの」を前提にあらゆる問題を分析・調査
してそこにある問題を明らかにして改善していく
作業が必要です。今回専任の医療安全管理室の立
ち上げは地域の皆様に信頼される病院つくりの一
環として承知されていくことと思っています。
可視化できる医療安全の取り組みを行ってまいり
ます。皆様と共に成長していきたいと思っていま
す。どうぞよろしくお願い致します。

医療安全管理室紹介医療安全管理室紹介

　今年は劇団ピッコロによるクイズや踊り、岩熊 Dr によ
る単独ライブが行われ、楽しい一日となりました。今年の
クリスマスポスターコンテストも、例年に引き続きレベル
の高い作品が揃いました。1位はリハビリテーション科、
2 位は 4 階病棟、3 位は OPE 室でした。夜は担当医師が
サンタに扮し、病棟内をキャンドルサービスして回りまし
た。闘病中の患者さまもひとときの癒しにうれしそうな顔
をしていました。
　アトリウムではお菓子を配るサンタさんに子供たちは大
喜びでした。

社会医療法人とは、
都道府県の医療計画に基づき、特に地域で
確保することが必要な
※救急医療整備等確保事業を担う、公益性
の高い医療法人です。

クリスマス会のようすクリスマス会のようす
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募 集 要 項
●募集人数　10名程度
●応募資格　1.　看護学校・看護大学卒業見込みの方
　　　　　　2.　看護師免許を有する方
●給与　　　201,000 円～320,000 円
　　　　　　大分三愛メディカルセンター給料規定に基づく（資格手当込み）
●諸手当　　準夜手当・深夜手当・当直手当・時間外手当・家族手当
　　　　　　通勤手当・育児手当（保育園料金の半額補助）
●賞与　　　夏期：7月支給
　　　　　　冬期：12月支給
●宿舎　　　トキハわさだタウンから徒歩 3分の距離にあります。
　　　　　　病院から徒歩 5分。
　　　　　　ワンルームマンション・オートロック・冷暖房完備
　　　　　　自己負担金　10,000 円（男子寮もあります）
●ユニフォーム　規定により貸与　クリーニング病院負担
●休暇　　　年間休日 107日
　　　　　　就職2ヶ月後より有給休暇取得可能（以降勤務年数に応じ最大 40日まで）
　　　　　　冠婚葬祭休暇・育児休暇・介護休暇・勤務時間短縮制度があります
●選考方法　面接にて採用決定します
●受付　　　随時いたします

○働きながら看護師の資格を取りたい方
○准看護師の方 ）も募集しています

お問い合わせは
大分三愛メディカルセンター　事務部長 茂倉または事務部人事担当まで

☎ 097-541-1311

看 護 師 募 集再就職支援 !再就職支援 !

◆日時　2月19日(金)　午前9時～午後4時
◆場所　大分三愛メディカルセンター
　　　　２階会議室(大分市大字市)
◆対象　看護師・准看護師の免許をお持ちの
　　　　方でブランクがあり不安な方など
◆内容　医療安全・感染予防の講義、採血注射、
　　　　救急蘇生、現場見学など
◆定員　10名

電話またはメールにて2月18日(木)午後1時まで、
大分三愛メディカルセンター　
看護部小出または事務部内藤まで。

お申し込み・お問い合わせ

☎097-542-7493
E-mail

naito@san-ai-group.org

看護師
准看護師
向け
看護師
准看護師
向け

看護セミナー看護セミナー

実習生インタビュー実習生インタビュー
当センターでは、県内の看護学校4校から年間約90名の看護学生を受け入れています。

今回は、そのうちの一つである明豊高等学校看護科の実習生にお話をうかがいました。

A. 入院患者さんの体温や血圧などのバイタル測定、

　体の洗拭や洗髪、口腔ケアなどを行い、多くの

　患者さまと接しています。

A. そんな中でも、入院してから一度もお風呂に入っていない

　患者さまの体を吹いてあげた時など、お世話をした患者さ

　まに喜んでいただけた時は、とても嬉しかったです。患者

　さまに元気を与えられるように、明るく元気に接すること

　を心掛けています。実習中は大分三愛メディカルセンター

　の看護師さんが一人一

　人にマンツーマンで指

　導してくれる上に、そ

　の他の看護師さんみん

　なも親身に熱心に教え

　てくれるので、とても

　心強かったです。

将来、患者さまの立場になって何でも気づいてあげられる、心に残る
看護が出来る看護師になりたいとの声が聞かれました。これからます
ます勉強や実習で大変だと思いますが、国家試験に無事合格できるよ
う頑張ってください！

A. これまでにも他の病院で何度か実習を行いまし

たが、患者さまのお世話をしている時は、まだ慣

れずにあせってしまったり、患者さまの言いたい

ことや望んでいることを

まだ理解できないために、

コミュニケーションをと

るのが難しいと感じる時

も多いです。

Q. 実習ではどんなことを行っていますか？ Q. 実習で嬉しかったこと、心に残ったことは？

Q. 実習で一番大変だったことは？



家族・知人を受診させたいと思える
病院つくりに参加しませんか。

日本医療機能評価機構認定病院
二次救急指定病院
大分DMAT指定病院
厚生労働省指定 臨床研修病院（協力型）
久留米大学教育関連診療科（麻酔科）

日本救急医学会 救急科専門医指定施設
日本泌尿器科学会 専門医教育施設
日本形成外科学会 教育関連施設
日本整形外科学会 専門医研修施設
日本麻酔科学会 麻酔科認定病院
日本静脈経腸栄養学会認定 NST稼動施設

保険医療機関
労災保険指定医療機関
指定自立支援医療機関 (更正医療 )
身体障害者福祉法指定医配置医療機関
生活保護法指定医療機関
結核指定医療機関
原子爆弾被害者医療指定医療機関
原子爆弾被害者一般疾病医療取扱医療機関
特定疾患治療研究事業委託医療機関
小児慢性特定疾患治療研究事業委託医療機関
DPC対象病院

〒870-1151
大分市大字市 1213番地
TEL(097)541-1311
FAX(097)541-5218
URL http://www.san-ai-group.org/
■外来受付時間
午前
受付時間　08：15～12：00
診療時間　09：00～12：30
午後
受付時間　13：30～17：00
診療時間　14：00～17：30
※木曜日午後診療　土曜日午後休診

大分三愛メディカルセンター施設認定 保険医療機関・公費負担医療機関（費用負担に係る項目）

学会認定関連

外来担当医一覧　大分三愛メディカルセンター【平成22年1月1日現在】
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外 科
心臓血管外科
消化器外科
呼吸器外科
大腸・肛門
乳 腺 外 科

内 科
消化器内科
呼吸器内科
糖尿病内科
循環器内科
神 経 内 科

脳神経外科

整 形 外 科

形 成 外 科

泌 尿 器 科

眼 科

外 科

内 科

泌 尿 器 科

リハビリテーション科

午前

月 火 水 木 金 土 日

午前

午前

午前

午前

午前

午前

午前

午前

午前

午前

午前

午前

午前

午後

午後

午後

午後

森
（心臓血管外科）

森
（心臓血管外科）

森
（外科）

（心臓血管外科）
半澤 藤原

岩熊岩熊
（乳腺外科）

岩熊
（乳腺外科）

新谷
（痔・肛門外来）

河内 堀 河内 堀 河内 堀

内田

内田

野村野村 三木三木三木三木

帯刀

半澤

調枝

森

医大眼科

（整形外科）
則行

（リハビリ・神経内科）
則行

（リハビリ・神経内科）
則行

（リハビリ・神経内科）

野村
（腎不全・透析外来）

野村
（頻尿・尿失禁外来）

内田内田

高木

内野
（一般形成）
（美容皮膚科）

浜田
リンパ浮腫・下肢静脈瘤特診

高木 高木

猿渡猿渡

猿渡

浜田 浜田 浜田 浜田／（内野）

猿渡

高木
（第1土曜日不在）

藤原新谷新谷

大谷
（感染症・呼吸器）

後藤
（循環器）

神徳
（循環器）

那須
（消化器）

那須
（消化器）

門田
（せき・呼吸器外来）

篠崎
（循環器）

藤井
（呼吸器）

藤井
（呼吸器）

藤井
（呼吸器）

藤井
（禁煙外来）

植松
（糖尿病外来）

金子
（一般内科）

金子
（一般内科）

金子
（一般内科）

金子
（一般内科）

金子
（一般内科）

金子
（一般内科）

麻生
（神経内科）

麻生
（神経内科）

藤井
（ぜんそく外来）

（じん肺・アスベスト外来）
（一般内科（新患））

則行
（めまい・頭痛・物忘れ）
（一般内科（新患））

則行
（めまい・頭痛・物忘れ）
（一般内科（新患））

安東
（呼吸器外来）
（一般内科（新患））

那須
（腹部漢方外来）

新谷

内野
（一般形成）
（美容皮膚科）

浜田
リンパ浮腫・下肢静脈瘤特診（　　　　　　　）（　　　　　　　）

特　殊　外　来

専門外来

特殊外来

受付時間
診療時間 (午前 )

8：15～12：00
9：00～12：30

○木曜日　午後診療
○土曜日　午後休診

13：30～17：00
14：00～17：30

受付時間
診療時間 (午後 )


