
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県北部沿岸部に多大な被害をもたらしたかと思うと、今年

降水帯による集中豪雨が九州北部や秋田に甚大な被害をもたらしています。「観測史上初めて」とか「未曽

有の」と形容される災害が多く発生し、安全と呼べる地域など存在しない日本列島になった気がします。

われました。厚労大臣も塩崎大臣から加藤大臣に変わり、医療介護政策に変化が出るのか気になるところで

す。消費税増税が先送りされる中で

トリプル同時改定が控えており、財源

構想に則った医療・介護提供のパラダイムシフトが始まる大きな節目になることは間違いなさそうです。

住民を巻き込んで発展させることが大切になってきています。今年度内のスタートを目指している岩手中部

地域

トワークに参入し

るように力を注ぎたいと思っております。

お願い申し上げましてご挨拶といたします。
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花巻市東和町出身。教員をしな

がら画家を志し、若い頃は地元土

沢の風景を、北上に移り住んでか

らは鬼剣舞や鹿踊り

数多くの作品を制作し、民俗芸能

の発展にも貢献。（花巻市ホーム

ページより）
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これまで外来診察のみでしたが、４月より入院患者、また６月より手術症例も受け入れるようになりま
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指導に取り組んでおります。

糖尿病患者数は増加していますが、症状がないゆえに放置されることもあります。糖尿病の管理は合併
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ル、糖尿病教育、合併症精査などを目的とした入院も対応して

います。健診で指摘された初期の糖尿病から、合併症が進行し

た患者さんまで、当科にご紹介いただけましたら幸いです。

今後とも糖尿病・代謝内科をよろしくお願いいたします。
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岩手県立中部病院

理  念 私たちは、生命の尊厳と人間愛の精神に則って、地域の人々の生命と健康を守り、地域医療の充実・発展に貢献

します。

基本方針 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

当院では７つの分野でボランティア活動が

行われています。このコーナーでは号替わり

で各ボランティアグループをご紹介します。

 受付・案内

 生け花 

 おでんせの会菜園

 

                                      

地域医療福祉連携室からのお願い

◇当院は予約制です◇

患者さんが予約なしに紹介状をお持ちいただいた場合、長時間お待たせしたり、外来の状況

によっては予約を取り直して後日来院いただくこともありますので、お手数をおかけしますが、

緊急の方以外はＦＡＸで事前予約のお申込をいただくようご協力をお願いいたします。

 

                             岩手県立中部病院 地域医療福祉連携室
8507 岩手県北上市村崎野

0197‐71‐1511

0197‐71‐1881

http://www.chubu

岩手県立中部病院 理念と基本方針

私たちは、生命の尊厳と人間愛の精神に則って、地域の人々の生命と健康を守り、地域医療の充実・発展に貢献

します。 

1. 安全・安心な医療を提供するために、患者さんとの相互協力による患者参加型のチーム医療を推進します。

2. 質の高い医療を提供するために、がん治療や救急医療などの医療機能を充実・強化します。

3. 中部圏域の基幹病院としての機能を果たすために、地域の医療機関、介護・福祉施設、行政との連携を密にし

ます。 

4. 臨床研修や生涯教育体制の充実を図り、医療スタッフの育成に努めます。

5. 職員が自分の仕事に誇りを持てるようにするために、働き甲斐のある職場をつくります。

6. 上記５項目を実践するために、健全な病院経営を行います。

つの分野でボランティア活動が

行われています。このコーナーでは号替わり

で各ボランティアグループをご紹介します。

受付・案内 ・ 花壇 

 ・ がん情報サロン「虹」

おでんせの会菜園 ・ 

                                      

地域医療福祉連携室からのお願い

◇当院は予約制です◇

患者さんが予約なしに紹介状をお持ちいただいた場合、長時間お待たせしたり、外来の状況

によっては予約を取り直して後日来院いただくこともありますので、お手数をおかけしますが、

緊急の方以外はＦＡＸで事前予約のお申込をいただくようご協力をお願いいたします。

                             地域医療福祉連携室
岩手県北上市村崎野 17

1511（代表） 

1881（地域連携室専用）

http://www.chubu-hp.com/

理念と基本方針 

私たちは、生命の尊厳と人間愛の精神に則って、地域の人々の生命と健康を守り、地域医療の充実・発展に貢献

安全・安心な医療を提供するために、患者さんとの相互協力による患者参加型のチーム医療を推進します。

質の高い医療を提供するために、がん治療や救急医療などの医療機能を充実・強化します。

中部圏域の基幹病院としての機能を果たすために、地域の医療機関、介護・福祉施設、行政との連携を密にし

臨床研修や生涯教育体制の充実を図り、医療スタッフの育成に努めます。

職員が自分の仕事に誇りを持てるようにするために、働き甲斐のある職場をつくります。

上記５項目を実践するために、健全な病院経営を行います。

つの分野でボランティア活動が

行われています。このコーナーでは号替わり

で各ボランティアグループをご紹介します。

 ・ 読み聞かせ

がん情報サロン「虹」

 緩和ケア病棟

                                      

地域医療福祉連携室からのお願い

◇当院は予約制です◇ 基本的に外来診療は予約制とさせていただいております。

患者さんが予約なしに紹介状をお持ちいただいた場合、長時間お待たせしたり、外来の状況

によっては予約を取り直して後日来院いただくこともありますので、お手数をおかけしますが、

緊急の方以外はＦＡＸで事前予約のお申込をいただくようご協力をお願いいたします。

                             地域医療福祉連携室 
17 地割 10 番地

 0197-71-1518

（地域連携室専用） 

hp.com/ 

私たちは、生命の尊厳と人間愛の精神に則って、地域の人々の生命と健康を守り、地域医療の充実・発展に貢献

安全・安心な医療を提供するために、患者さんとの相互協力による患者参加型のチーム医療を推進します。

質の高い医療を提供するために、がん治療や救急医療などの医療機能を充実・強化します。

中部圏域の基幹病院としての機能を果たすために、地域の医療機関、介護・福祉施設、行政との連携を密にし

臨床研修や生涯教育体制の充実を図り、医療スタッフの育成に努めます。

職員が自分の仕事に誇りを持てるようにするために、働き甲斐のある職場をつくります。

上記５項目を実践するために、健全な病院経営を行います。

つの分野でボランティア活動が

行われています。このコーナーでは号替わり

で各ボランティアグループをご紹介します。 

読み聞かせ 

がん情報サロン「虹」 

緩和ケア病棟 

読み聞かせボランティアでは、

外来待合室で、図書館に来館できない闘病中のお子さんを対象

に、絵本の楽しさや読書への関心・興味をもっていただく活動

として、定期的に読み聞かせ等を実施しています。

護者にとっても安らげるひととき

となっています。

平成

読書推進運動協議会より、「読書

推進運動功績者」として表彰を

受けました。

                                      

地域医療福祉連携室からのお願い 

基本的に外来診療は予約制とさせていただいております。

患者さんが予約なしに紹介状をお持ちいただいた場合、長時間お待たせしたり、外来の状況

によっては予約を取り直して後日来院いただくこともありますので、お手数をおかけしますが、

緊急の方以外はＦＡＸで事前予約のお申込をいただくようご協力をお願いいたします。

                             

番地   

1518（地域連携室直通）

私たちは、生命の尊厳と人間愛の精神に則って、地域の人々の生命と健康を守り、地域医療の充実・発展に貢献

安全・安心な医療を提供するために、患者さんとの相互協力による患者参加型のチーム医療を推進します。

質の高い医療を提供するために、がん治療や救急医療などの医療機能を充実・強化します。

中部圏域の基幹病院としての機能を果たすために、地域の医療機関、介護・福祉施設、行政との連携を密にし

臨床研修や生涯教育体制の充実を図り、医療スタッフの育成に努めます。

職員が自分の仕事に誇りを持てるようにするために、働き甲斐のある職場をつくります。

上記５項目を実践するために、健全な病院経営を行います。

読み聞かせボランティアでは、

外来待合室で、図書館に来館できない闘病中のお子さんを対象

に、絵本の楽しさや読書への関心・興味をもっていただく活動

として、定期的に読み聞かせ等を実施しています。

護者にとっても安らげるひととき

となっています。

平成 29 年２月４日、岩手県

読書推進運動協議会より、「読書

推進運動功績者」として表彰を

受けました。 

岩手県立中部病院地域連携便り

                                      

基本的に外来診療は予約制とさせていただいております。

患者さんが予約なしに紹介状をお持ちいただいた場合、長時間お待たせしたり、外来の状況

によっては予約を取り直して後日来院いただくこともありますので、お手数をおかけしますが、

緊急の方以外はＦＡＸで事前予約のお申込をいただくようご協力をお願いいたします。

                                 

（地域連携室直通） 

私たちは、生命の尊厳と人間愛の精神に則って、地域の人々の生命と健康を守り、地域医療の充実・発展に貢献

安全・安心な医療を提供するために、患者さんとの相互協力による患者参加型のチーム医療を推進します。

質の高い医療を提供するために、がん治療や救急医療などの医療機能を充実・強化します。

中部圏域の基幹病院としての機能を果たすために、地域の医療機関、介護・福祉施設、行政との連携を密にし

臨床研修や生涯教育体制の充実を図り、医療スタッフの育成に努めます。

職員が自分の仕事に誇りを持てるようにするために、働き甲斐のある職場をつくります。

上記５項目を実践するために、健全な病院経営を行います。 

読み聞かせボランティアでは、

外来待合室で、図書館に来館できない闘病中のお子さんを対象

に、絵本の楽しさや読書への関心・興味をもっていただく活動

として、定期的に読み聞かせ等を実施しています。

護者にとっても安らげるひととき

となっています。 

年２月４日、岩手県

読書推進運動協議会より、「読書

推進運動功績者」として表彰を

 

岩手県立中部病院地域連携便り

                                      

基本的に外来診療は予約制とさせていただいております。

患者さんが予約なしに紹介状をお持ちいただいた場合、長時間お待たせしたり、外来の状況

によっては予約を取り直して後日来院いただくこともありますので、お手数をおかけしますが、

緊急の方以外はＦＡＸで事前予約のお申込をいただくようご協力をお願いいたします。

    

 

私たちは、生命の尊厳と人間愛の精神に則って、地域の人々の生命と健康を守り、地域医療の充実・発展に貢献

安全・安心な医療を提供するために、患者さんとの相互協力による患者参加型のチーム医療を推進します。

質の高い医療を提供するために、がん治療や救急医療などの医療機能を充実・強化します。

中部圏域の基幹病院としての機能を果たすために、地域の医療機関、介護・福祉施設、行政との連携を密にし

臨床研修や生涯教育体制の充実を図り、医療スタッフの育成に努めます。 

職員が自分の仕事に誇りを持てるようにするために、働き甲斐のある職場をつくります。

読み聞かせボランティアでは、小児病棟プレイルームや小児

外来待合室で、図書館に来館できない闘病中のお子さんを対象

に、絵本の楽しさや読書への関心・興味をもっていただく活動

として、定期的に読み聞かせ等を実施しています。

護者にとっても安らげるひととき 

年２月４日、岩手県 

読書推進運動協議会より、「読書 

推進運動功績者」として表彰を 

岩手県立中部病院地域連携便り       

                                       

基本的に外来診療は予約制とさせていただいております。

患者さんが予約なしに紹介状をお持ちいただいた場合、長時間お待たせしたり、外来の状況

によっては予約を取り直して後日来院いただくこともありますので、お手数をおかけしますが、

緊急の方以外はＦＡＸで事前予約のお申込をいただくようご協力をお願いいたします。

私たちは、生命の尊厳と人間愛の精神に則って、地域の人々の生命と健康を守り、地域医療の充実・発展に貢献

安全・安心な医療を提供するために、患者さんとの相互協力による患者参加型のチーム医療を推進します。

質の高い医療を提供するために、がん治療や救急医療などの医療機能を充実・強化します。 

中部圏域の基幹病院としての機能を果たすために、地域の医療機関、介護・福祉施設、行政との連携を密にし

職員が自分の仕事に誇りを持てるようにするために、働き甲斐のある職場をつくります。 

小児病棟プレイルームや小児

外来待合室で、図書館に来館できない闘病中のお子さんを対象

に、絵本の楽しさや読書への関心・興味をもっていただく活動

として、定期的に読み聞かせ等を実施しています。

            

基本的に外来診療は予約制とさせていただいております。 

患者さんが予約なしに紹介状をお持ちいただいた場合、長時間お待たせしたり、外来の状況

によっては予約を取り直して後日来院いただくこともありますので、お手数をおかけしますが、

緊急の方以外はＦＡＸで事前予約のお申込をいただくようご協力をお願いいたします。 

私たちは、生命の尊厳と人間愛の精神に則って、地域の人々の生命と健康を守り、地域医療の充実・発展に貢献

安全・安心な医療を提供するために、患者さんとの相互協力による患者参加型のチーム医療を推進します。

 

中部圏域の基幹病院としての機能を果たすために、地域の医療機関、介護・福祉施設、行政との連携を密にし

小児病棟プレイルームや小児

外来待合室で、図書館に来館できない闘病中のお子さんを対象

に、絵本の楽しさや読書への関心・興味をもっていただく活動

として、定期的に読み聞かせ等を実施しています。看病する保
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患者さんが予約なしに紹介状をお持ちいただいた場合、長時間お待たせしたり、外来の状況

によっては予約を取り直して後日来院いただくこともありますので、お手数をおかけしますが、

私たちは、生命の尊厳と人間愛の精神に則って、地域の人々の生命と健康を守り、地域医療の充実・発展に貢献

安全・安心な医療を提供するために、患者さんとの相互協力による患者参加型のチーム医療を推進します。 

中部圏域の基幹病院としての機能を果たすために、地域の医療機関、介護・福祉施設、行政との連携を密にし

小児病棟プレイルームや小児

外来待合室で、図書館に来館できない闘病中のお子さんを対象

に、絵本の楽しさや読書への関心・興味をもっていただく活動

看病する保

2017 年８月 


