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患者さんに、
　　来訪者に、
　　　職員同士で。

笑顔だと、
　気持ちいいよね。

笑顔で親切

接遇向上実践中!!
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　平成 21 年を迎え、皆様元気にお過ごしの事と存じます。昨年以

来の経済不況で全国的に厳しい社会状況が続いています。また、医

療界も医療崩壊に歯止めがかからず、病院の倒産や閉鎖、合併など

が相次いでいる状態です。この様な厳しい状況ですが、ハートライ

フ病院は中城村、西原町、宜野湾市を中心とした中部医療圏の皆様

のための総合病院として地域医療に全力を尽くし、24 時間の救急

診療にも対応してきました。これからも、当院の理念であります「わ

たしたちは心と心を結ぶ信頼される医療をめざします」を実践して

いくつもりです。

　ところで、皆様ご存じの様に国が毎年２千２百億円の医療費削減

をしてきたことや医学部の入学人数を減らしてきたことなど医療政

策の失敗により、いま医療はいろいろな所で崩壊してきています。

特に病院での医師不足は顕著です。当院の産婦人科も２年前に大学

病院からの医師派遣中止により閉鎖の危機に追い込まれました。し

かし、いろいろな方々のご協力によって乗り切り、現在３人の産婦

人科医が頑張っており毎日の様に元気な新しい生命が誕生していま

す。小児科医は３人から１人に減り、やむを得ず現在救急診療を中

止している状況です。皆様に大変ご迷惑をおかけしており大変申し

新年のご挨拶
院長　奥　島　憲　彦
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訳ありません。地域の皆様の健康生活を守るためにも小児科医を確

保すべく全力を尽くしており、小児科の継続は死守したいと考えて

います。仕事の忙しい診療科では年々全国的になり手が少なくな

り、数年後にはかなり厳しい状況になるのではないかと言われてい

ます。当院では内科も開業などで年々医師の人数が減少し、夜間の

救急当直の翌日は本来休むべきですが、大部分の医師が翌日も通常

診療を行っているのが現実です。診断書や書類の記載や外来での医

師の診察を手助けするメディカルクラークを昨年から採用し、少し

でも医師の疲労困憊している状況を改善したいと努力しています。

今年も当院の医師の数をもっと増やし、医師の慢性疲労の状態を改

善し、地域の皆様により安全な医療、より質の高い医療を提供して

いく事が大切だと考えています。しかし、以上の事情により専門科

によっては医師の確保ができない時には救急医療の制限などで、心

ならずも患者さんにご迷惑をおかけすることがあるかもしれません

が、どうぞよろしくお願い致します。国も対策を取り始めています

が、医療費削減の中止、むしろ医療費増額などより抜本的な対策を

早急にとるべきと考えます。

　この様な厳しい医療界ですが私達は今年も「笑顔で親切、ハート

ライフ病院」をスローガンに医療に邁進したいと思います。患者さ

んに病院をでるときに「ハートライフ病院に来て良かった！」と言っ

ていただける様に努力したいと思います。どうぞ、ご不満な点やお

気づきの点がありましたら受付の者へ、あるいは投書を通して、あ

るいは医療相談室へ遠慮なくおっしゃって下さい。できる限りすみ

やかに改善すべきは改善していきたいと思います。

　今年もハートライフ病院をどうぞよろしくお願い申し上げます。
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　乳癌はお乳を作る「乳腺」とお乳の通り道

の「乳管」から発生する癌です。日本では女性

の20人に１人の割合で乳癌が確認されており、

増加傾向を認めています。

　乳癌の自覚症状としては乳房内のしこりの触

知、血性乳汁分泌（褐色や黄色の乳汁がでる）、

乳房の皮膚や乳頭のただれ等があります。しか

し最近は乳癌にもしこりを作らないものがある

事もわかっています。乳房に痛みや、触ってみ

て以前には無かった違和感の出現、腋窩（わき）

のしこりの自覚など、乳房の変化があれば乳腺

専門科への受診・精査をお勧めします。

　内臓疾患と違い皮膚に近い臓器の為、月１回

の自己検診（自分で触って異常がないか確認）

は比較的有効ですが、触っても判らない病変や

早期発見の為には画像検査での定期検診が有効

です。近年はマンモグラフィ（乳癌のレントゲ

ン検査）や超音波の画像診断が進み、自覚して

いない小さなしこりや、しこりを作らないタイ

プの乳腺病変も以前に比べよく判るようになっ

てきました。マンモグラフィは乳腺組織内にで

きる石灰化と乳腺全体の形態を診る事が得意な

検査です。超音波は乳腺組織の内部の状態（し

こり内部の状態や乳管の走行など）がよく判る

検査です。それぞれの検査に得意・不得意があ

乳腺外科　村　山　茂　美

1994 年　金沢医科大学医学部卒。

1994 年より金沢医科大学病院消化器外科、琉球大学医学部附属病院、

新潟県立がんセンター乳腺外科などを経て、2008 年 4 月にハートライ

フ病院に入職。

・日本外科学会専門医　　・日本乳癌学会認定医

・マンモグラフィ読影認定医

乳房の様子

特集　女性のための医療――――

乳腺外科編  

乳がんを見逃さない為に
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り、一概にどの検査が優れているとは断言でき

ません。例えば、細かい石灰化の状態などはマ

ンモグラフィが得意とするところですが、超音

波検査では判らない事があります。逆に、乳管

内の病変や乳腺内の小さな病変はマンモグラ

フィでは描出されず、超音波でしか判らない事

が多くあります。各検査の特長を活かし、マン

モグラフィでしこりと確認できた病変の内容は

超音波で確認します。特にまだ乳腺がよく発達

している 50 歳以下の女性（若年者であればあ

る程！）に関しては、マンモグラフィでは病変

の描出が困難ですので、超音波での検査を同時

に行う事をお勧めしています。二次検査で来院

された場合には、上記の理由で両方の検査を

行っています。画像で指摘された病変の状態に

よっては良性・悪性の区別ができない事もあり

ます。その場合には３～４ヶ月、場合によって

は半年毎の定期検診をお勧めしています。

　マンモグラフィや超音波検査で乳房に病変が

見つかった場合に「細胞診」や「組織診」を施

行する事があります。これは画像で明らかに良

性と判定できなかった病変へ

行う検査です。しかし検査す

る病変が全て悪性という事で

はありません。画像検査だけ

では良性か悪性か判定できな

い、または腫瘍病変との判別

が難しい場合に、その病変の細胞を少し取って

行う検査です。この検査では採取した細胞を特

定の処理をしてから、病理専門医に診断しても

らう必要がある為、検査結果に１～２週間位か

かりますので、後日改めて結果説明を致します。

　文章中でも説明しましたが、乳腺のしこりは

内臓のしこりよりは自覚しやすい病変です。し

かし気付かれていない、又は気付かれにくい場

合もあります。早期発見された乳癌の予後は非

常に良好ですので、定期的な自己検診と画像で

の検診を併用する事をお勧めします。

▲マンモグラフィによる石灰化の様子

▲自覚が無く、超音波検査で見つかった乳癌

▲ 当院では、より精度の高い検査を
　めざして、新しい超音波検査機を
　導入しました。
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平成19 年度 患者満足度調査結果について
【外来編／待ち時間・設備】

　当院では職員の接遇向上並びに外来待ち時間短縮について、または療養環境の改善を図るため患者満

足度向上委員会を設置しています。今回、平成 20 年２月 25 日（月）～ 29 日（金）の５日間、当院へ来院

される皆様が当院に対しまたは職員に対し、日頃どの様に感じていらっしゃるのか、改善すべきところ

は何かを検討するためにアンケート調査を行いました。前回あすなろ秋号の続きをご報告いたします。

５．外来の待ち時間について

６．設備面について

　待ち時間の改善につきましては、当院でもっ

とも重要な課題です。今年は更に昨年導入した

システムの改善、サブシステム（電子カルテ等）

の早期の導入を目指し、来院者のご要望に応え

るべく、より良い病院を目指したいと思います。

　以上が平成 19 年度患者満足度調査結果（外

来編）報告です。

　本年もハートライフ病院を宜しくお願い申し

上げます。

※外来編のうち職員の接遇などに関しては、あ

すなろ 55 号（2008 年秋号）をご覧下さい。
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■皆様からの、ご意見・ご要望をお待ちしております。

　当院では、より安全で質の高い医療サービスを提供できるよう努めております。お気づきの点

などがございましたら、お近くの職員または、投書にてご遠慮なくお知らせ下さい。

　投書箱は、１階正面玄関横、糖尿病センター、内視鏡センター、人間ドックと各病棟に設置し

ております。投書は毎週水曜日に回収いたします。投書者のご氏名・ご住所を御記入頂ければ、

文書又はお電話にて直接回答いたしますので、御協力宜しくお願い申し上げます。

ホームページのお問い合わせからもご利用いただけます。

当院ホームページ　http://www.heartlife.or.jp/

※お寄せ頂いた情報は、業務改善とその経過報告のために個人を特定できない形で公開する事が

あります。

皆 様 の 声
　今回は、当院をご利用の皆様から寄せられたご意見の中から、お褒めの言葉を頂きましたのでご

紹介いたします。

回　答

　お褒めの言葉を頂き、大変有難うございました。ご指摘のご意見も多数ある中、今回はお褒めの

ご意見を掲載させて頂きました。

　昨年 11 月、当院は基本方針の７番目に「笑顔で親切」を追加いたしました。

　本年度は、より一層皆様から信頼される病院を目指し、お褒めのお言葉をたくさんいただける様、

職員一同努力していく所存です。本年も宜しくお願い申し上げます。

総務課　比嘉

ご意見

（１）主治医、看護師共に献身的に患者の治療にあたっていると思います。お陰で入院生活も快適

に過ごすことが出来ました。昼夜問わず患者のために働いてもらっているハートライフの職

員の皆様の接遇面はできるだけ高い評価を役員の皆様にお願いしたい。

（２）５階病棟の医師・看護師さんは本当にいつも親切にして下さり、心から感謝しております。

今までで一番信頼できる病院です。

44231
長方形
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３.「むくみ防止」
使う部位：ふくらはぎ

　今回紹介する、車でエクササイズは、道具を使いません。運動の強さ調整は

自分でいかに使っている筋肉を意識するかでコントロールしていきます。

　今回のプログラムは、ハンドルやシートを利用し背中と下半身の運動が

できる４種目を紹介します。車での待ち時間などに、気軽に運動を取り入

れてみてください。全ての種目をおこなわなくても構いません。気になる

ところ、弱いと感じる部位を選択して車でエクササイズを取り入れてみて

ください♪

　　回数：１０回、左右の場合は各１０回

あっちゃん体操♪

車でエクササイズ「車内での時間を有効活用！」Part2

お
手
軽

エ
ク
サ
サ
イ
ズ

背中全体に力が入ってい

ることを意識します。

１.「背筋」
　　　使う部位：背筋群

内ももに力が入っている

ことを意識します。

①ももの上にタオルや
クッションを置く

②膝の内側で 3～ 5秒挟む

２.「内もも挟み」
使う部位：内転筋群

監　修：運動療法士　長　嶺　敦　司
モデル：管理栄養士　渡眞利　ゆりか

かかとを上げるとき

に力を入れるように

します。

①かかととつま先の上げ下げを
おこなう

この丸印の部分が、筋肉を意識する部分です。

Let's try!!

①腕を胸の前で組む

フ～ フ～

②おなかをへこませ、カ
ラダを反らすように背
中全体で3～ 5秒シー
トを押す
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４.「ストレッチ」

無理をしない範囲で、筋が伸びているの

を意識しながら行いましょう。

注意事項
安全に運動が行えるよう、下記の事項にご注意下さい。

１．必ずサイドブレーキを引いて、安全に停止した状態で行ってください。事故が起こらな

いように、安全を確保してください。

２．無理をせず、呼吸を止めないで行ってください。②の時に息を吐きましょう。

３．動きは焦らずゆっくりと、意識して行いましょう。

中止事項
下記に該当する方は、運動を行う前に医師にご相談下さい。

１．息切れ、胸痛、動悸、めまい、冷や汗、関節の痛みなどがある方。

２．不整脈、高血圧、心疾患を有する方、その他医師から運動禁止の指示が出ておられる方。

３．その他、体の不調などを感じましたら、運動を中止して医師に相談しましょう。

ハムストリングス

フ～

つま先を縦ながら、上体を倒す。

おしり

足を組みながら、上体を倒す。
※膝の内側に痛みがある方は中止
してください。

フ～

手をハンドルにかけて、
その方向へ首を倒す

首周り

手先をハンドルの内側に
かけて持ち上げるように
反らせる

前腕
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ハートライフ病院の地域連携ハートライフ病院の地域連携ハートライフ病院の地域連携ハートライフ病院の地域連携ハートライフ病院の地域連携ハートライフ病院の地域連携ハートライフ病院の地域連携ハートライフ病院の地域連携ハートライフ病院の地域連携ハートライフ病院の地域連携ハートライフ病院の地域連携ハートライフ病院の地域連携ハートライフ病院の地域連携ハートライフ病院の地域連携ハートライフ病院の地域連携ハートライフ病院の地域連携ハートライフ病院の地域連携ハートライフ病院の地域連携ハートライフ病院の地域連携

あなたの町のお医者さんあなたの町のお医者さんあなたの町のお医者さんあなたの町のお医者さんあなたの町のお医者さんあなたの町のお医者さんあなたの町のお医者さんあなたの町のお医者さんあなたの町のお医者さんあなたの町のお医者さんあなたの町のお医者さんあなたの町のお医者さんあなたの町のお医者さんあなたの町のお医者さんあなたの町のお医者さんあなたの町のお医者さんあなたの町のお医者さんあなたの町のお医者さんあなたの町のお医者さんあなたの町のお医者さんあなたの町のお医者さんあなたの町のお医者さんあなたの町のお医者さんあなたの町のお医者さんあなたの町のお医者さんあなたの町のお医者さんあなたの町のお医者さんあなたの町のお医者さん

Ｑ．ホームドクターを持つ事が重要だと言われますが、なぜですか？

Ａ．細かな体調の変化を相談したり、具合が悪い時にすぐに見てもらえるなど、
医院・診療所は、規模の大きな病院では難しい部分に対応してくれます。
ホームドクターなら、「○○さんは、この前こうなりましたから、次はこうしま
しょう。お子さんの風邪は良くなりましたか？」と言う風に、患者さんご本人だ
けでなく、家族全員の健康管理もやりやすくなります。ホームドクターに、病院
へ行くようにと紹介されてから、病院で精密検査を受けるなど、診療レベルによ
り使い分ける事で、より気軽に受診でき、負担の軽減にもつながります。

地域医療連携室

�������������������

ハートライフ病院は、地域医療支援病院です。
　医療施設機能の体系化の一環として、患者さんの生活圏で医療が
提供されることが望ましいという観点から、診療所から紹介された
患者さんに対する医療提供や、診療所との医療機器の共同利用など
を通じて、地域の診療所等を支援する能力がある病院として相応し
い構造・設備等を備える病院として、都道府県知事が個別に承認す
る制度です。

■診療科目■　内科 小児科　その他各種健診

院長　砂　川　隆　二　先生

か り ゆ し ク リ ニ ッ ク

　この度、道路拡張工事のため、宜野湾市パイプライ
ン通りを南に 500m ほど移転いたしました。開院以来、
かかりつけ医として、内科、循環器・人間ドック・小
児科を中心に皆様の健康維持・増進に取り組んでまい
りました。当クリニックは「すべては皆様の健康のた
めに」をモットーに、クリニックとしてはめずらしい
検診専用フロアを設けて経鼻内視鏡検査やエコー検査
など、人間ドック・特定健診・一般検診・企業検診な
ど予防医学にも力を入れております。

砂川隆二。沖縄県宮古平良市出身。医学博士。 
広島大学医学部を卒業し、琉球大学医学部第二内科に入局。琉球大
学医学部第二内科・県立那覇病院・嶺井病院等を経て平成 7 年 10
月かりゆしクリニック（内科・小児科）を開業。

山川歯科●

●　　
牧港
ドライビング
スクール

山川歯科●

★★

かりゆしクリニック

�
コ
ン
ベ
ン
シ
�
ン

　

セ
ン
タ
�

↓安里

安波茶→

↑
宜野湾

↓泊 ↓新都心

↑
宜野湾

牧港

国
道
330
号
線

国
道
58
号
線

パ
イ
プ
ラ
イ
ン
通
り

アクセス

〒 901-2226　沖縄県宜野湾市嘉数 4-25-15 2F 受付 /3F 検診センター
　電話 :(098) 898-0555　　FAX:(098) 898-3666

　　　　　　　　　　ホームページ　http://www.kariyushi.cc/
　　　　　　　　　　メール　 info@kariyushi.cc

時間 月 火 水 木 金 土

9:00 ～ 12:30 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

14:30 ～ 18:30 ◎ ◎ ◎ 休診 ◎ 17 時まで

診療時間

2F　外来受付 3F　検診センター
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あすなろ

　扉絵作者紹介
今回の扉絵は、宇栄原小学校６年　高良　穂乃加さんの作品です。

「とんとんみーのかけっこ」
　この絵は、漫湖でとんとんみーがかけっこをしていたら、楽しい

なと思ってかきました。この絵みたいに漫湖がこれからもにぎやか

だといいと思います。

　絵画提供：あがペェ子供造型教室　ＴＥＬ：(098) ８５６－８６４３

ハートライフ病院の理念
わたしたちは、心と心を結ぶ信頼される医療を

目指します

ハートライフ病院の基本方針
　１．急性期医療（質の高いチーム医療）

　２．地域完結型医療（地域保健･医療･福祉施設との連携）

　３．救急医療（24 時間二次救急）

　４．がんの予防と治療

　５．研修教育病院

　６．健全な医療経営

　７．笑顔で親切

患者さんの個人情報の保護について
　当院では、患者さんに安心して医療を受けていただくた

めに、安全な医療をご提供するとともに、患者さんの個人

情報の取り扱いにも、万全の体制で取り組んでいます。

■個人情報の利用目的について

　当院では、患者さんの個人情報を下記の目的で利用させ

ていただくことがございます。これら以外の目的で利用さ

せていただく必要が生じた場合には、改めて患者さんから

同意をいただくことにしております。

■個人情報の開示･訂正･利用停止について

　当院では、患者さんの個人情報の開示･訂正･利用停止等

につきましても『個人情報の保護に関する法律』の規定に

したがって進めております。

手続の詳細のほか、ご不明の点につきましては窓口までお

気軽におたずね下さい。

■当院における患者さんの個人情報の利用目的

１．院内での利用

（１）患者さんに提供する医療サービス

（２）医療保険事務

（３）入退院等の病棟管理

（４）会計･経理

（５）医療事故等報告

（６）当該患者さんへの医療サービスの向上

（７）院内医療実習への協力

（８）医療の質の向上を目的とした院内症例研究

（９）その他、患者さんに係る管理運営業務

２．院外への情報提供としての利用

（１）他の病院、診療所、助産院、薬局、訪問看護ステーショ

ン、介護サービス事業者などとの連携

（２）他の医療機関等からの照会への回答

（３）患者さんの診療等のため、外部医師等の意見･助言を

求める場合

（４）検体検査業務等の業務委託

（５）ご家族等への病状説明

（６）保険事務の委託

（７）審査支払機関ヘのレセプトの提出

（８）審査支払機関または保険者からの照会への回答

（９）事業者等から委託を受けた健康診断に係る、事業者

等へのその結果通知

（10）医師賠償責任保険等に係わる、医療に関する専門の

団体や保険会社等への相談または、届出等

（11）その他、患者さんへの医療保険事務に関する利用

（12）臨床研究及び学会等の発表に関する利用

３．その他の利用

（１）医療･介護サービスや業務の維持･改善のための基礎

資料

（２）外部監査機関への情報提供

１．上記のうち、他の医療機関等への情報提供について同

意しがたい事項がある場合には、その旨を担当窓口

までお申し出ください。

２．お申し出がないものについては、同意していただいた

ものとして取り扱わせていただきます。

３．これらのお申し出は、後からいつでも撤回･変更等を

することができます。



診 療 科 目
●内科
●呼吸器科
●消化器科 ( 胃腸 )
●循環器科
●小児科
●外科
●整形外科
●皮膚科
●脳神経外科

●泌尿器科
●産婦人科
●眼科
●肛門科
●耳鼻咽喉科
●リハビリテーション科
●放射線科
●麻酔科

■予防医学センター
　人間ドック ( 宿泊･半日ドック )

■糖尿病センター
■内視鏡センター
■人工透析

診 療 時 間
月～金　午前／　9：00 ～ 12：00
　　　　午後／ 14：00 ～ 17：00
　土　　午前／　9：00 ～ 12：00
土曜日の午後・日曜日・祝日は休診です。

●産婦人科：毎週水曜日 ( 午後 ) の受付時間
は午後 2：30 ～となっております。

●大腸肛門科：肛門診、Ｓ状結腸スコープ検
査はいつでも受けられます。

※左記以外の時間は救急扱いとなります。

★地域医療支援病院　★医師卒後臨床研修指定病院

★日本医療機能評価機構認定病院　★日本がん治療認定医機構認定研修施設

24時間救急指定病院
急患の方は、いつでも受付致します。

▲佐
敷・知念方面

南風原・那覇方面

▲

与那原警察署●
サンエー西原シティ●

坂田方面

▲

琉大付属病院●

上原・大謝名方面

▲

工業団地

沖縄市方面

▲

成田山●
安谷屋方面

▲

上原・大謝名方面

▲

国道 329 号線

那覇空港から車で 40 分
東陽バス

○30 泡瀬東線 (那覇～新赤道 )
※ハートライフ病院前下車

●
ニューマン

パチンコ店●　　　●
ほっかほっか亭

あすなろ №56 新年号
編集発行人／特定・特別医療法人かりゆし会編集発行人／特定・特別医療法人かりゆし会

ハートライフ病院　広報委員会
制作／広報委員会　所在地／沖縄県中城村字伊集 208　098-895-3255

URL ／ http://www.heartlife.or.jp　　E-mail ／ info@heartlife.or.jp

お問い合せは、ハートライフ病院 メディカルサービスセンターまで。

電話 (098) ８９５－３２５５( 代表 )

最新の医療技術と最高のスタッフで、あなたの健康をくまなくチェックします。


