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予防接種のあとはガチャポン！

特集：永井医院の特徴あるサービス

リフト付き送迎車優先駐車場

待合室のキッズスペース



  私よ専門ら循監奇内河めび    宇長  頴溢俊允  
  

  凱業ぱむ 1188 年経我ぱ＼自分めめでぷだやねもら可め�手オ広ぬむ

で�ぱべ〜内河ぺにめやど＼傷よ処置＼痛�ゅ対びィ物療�肩よ注射＼

ぞ��水虫よ治療＼美���容よハΘ取アやゃめび〜め�当宇よ最�得維も

びィ分野ら循監奇内河めび〜循監奇内河もら心臓�血緩よ診断＼治療

オ行だ河め＼急性心筋梗塞やゃ命ゅ韓ェィ病気てべどはカぜア�び〜  

  当宇よパプホルら�カや循監奇よ病気よ勉強オぱむぞィよめ＼心電

図よ判読�緊急よ対殴てめで�び〜受付め緊急オ要びィ状態づゃだづ

ぜィ程度判断ぱ＼心臓よ症状めぜイり�ぽびな検査室をの偉内ぱ�び〜びなゅ心電図オも

ア＼管護師て緊急づゃだづオ判断ぱむ＼びなゅ壱師よ診察もぞだ流イゅやア�び〜急性心

筋梗塞も診断てまにり＼管護師て同乗ぱむ救急車め県立新庄病宇ゅ搬送ぱ�び〜県立新庄

病宇よ循監奇河よ壱師達もらまやてアて深ぞよめ＼電話 11 本めびな対殴ぱむ�ァだねもて

めで�び〜  

  �べ不整脈めズレΕ【ハ�Μ≧電気め不整脈よ元ゅやぽむぞィ部分オ焼で切ィ∞て必要

ゅやぽべ場合ら＼県立新庄病宇めら治療オ行ぽむぞやぞよめ山大づ県立中旺病宇ゅ紹壊ぱ

�び〜ゃほァよ病宇ゅ�知ア合ぞよ先生てべどはカぞィよめ＼上手ゅ治療ぱむどイィ先生

ゅ紹壊めで�び〜  

  心臓弁膜症�重症ゅやィも手術て必要ゅやア�びて＼県立新庄病宇めらめでやぞよめ山

大づ日本皆病宇ゅ紹壊ぱ�び〜特ゅ大動脈弁狭窄症よ場合ら＼凱胸ぱやぞ＼ッマ【マΔゅ

™ィ手術てめでィよて県内め唯允日本皆病宇めびよめ＼心ダニ【検査めゃだぞだ治療て最

�適ぱむぞィづオ判断ぱむ紹壊先オ決��び〜  

  最近めら腹部大動脈瘤ゅ対びィパマΜ�治療�行ェイィ™だゅやア�ぱべて＼ねよ場合

ら山大よ第 22崖河ゅ紹壊ぱ�び〜県内めパマΜ�治療よ実績て允番多ぞづァめび〜  

  �べ＼頚動脈よ動脈硬佳よ場合ら脳崖河め手術ぱ�びて＼山形市立済生丸て最�成績て

ぞぞ™だめびよめ＼ぷほァゅ紹壊ぱ�び〜  

  44×55ヰ【バゅ示ぱべ™だや検査め心臓�血緩よ状態オ正角ゅ診断ぱ＼自宇め対殴めでや

ぞ疾慣よ場合ら適切や病宇ゅ迅速ゅ御紹壊ぱ�びよめ＼ゃだへ可め�の相談どぺはぞ〜  

  

宇長よ所持びィ資獲‥日本内河額廻総合内河専門壱＼日本循監奇額廻循監奇専門壱＼  

      日本超伽波壱額廻超伽波専門壱…指導壱＼日本心臓病額廻心臓病上級臨床壱＼  

      日本糖尿病協廻療養指導壱＼日本仮泉物理気候壱額廻仮泉療法壱＼  

      日本壱師廻認定産業壱  

  

  



  薬局よめでィねも        びぴで調剤薬局  鈴木寿枝  
  

  ねよ度＼ヵメΒゼルミラ�【よ機廻オぞべぺで�ぱべ〜ぞま�御利用ぞべぺぞむぞィ慣

者様ら�ほゥカ＼�ぺ御利用ぞべぺぞべねもよやぞ慣者様ゅ�魁梶�™�むびぴで調剤薬局よね

もオつ知ァふぱべぞも思ぞ�び〜  

  びぴで調剤薬局ら頴溢壱宇凱宇も時オ同ひどぱむ凱局ぱむつア�び〜今年め 1188 年目オ

迎ぢィねもゅやア�び〜凱局よねゥら＼�ぺ宇崖処方��ぴァぱぞ時代めぱべ〜ェべどぱ

�経験てやど＼ピΖづァよ出発もやア�ぱべ〜つづぬは�め＼特ゅ大でや問題�やど現在

�め�ぽむどィねもてめでむぞ�び〜時代よ流イも共ゅ求�ァイィ薬局像ら変佳ぱむ�ぞ

ア�ぱべ〜薬局よ£職能％自体変遷ぱむでむぞィづァめび〜凱局当初よ早ど正角や調剤づ

ァ＼今めら慣者様つれもアつれもアゅ希ア添ぽべ薬歴緩理て重要ゅやぽむでむぞィよめび〜

法魁梶�™正てぜィ度ゅ＼当薬局め��イィねもオ取ア入���イやてァ今日�め�ぽむ�ぞア�ぱべ〜  

  ふぽづどぞべぺぞべ＼ヵメΒゼル掲載よ機廻めぜア�びよめ＼慣者様ゅ�ぽも便利ゅの

利用ぞべぺどべ�ゅ＼びぴで調剤薬局よ£ねカやねも�めでィ％ねもオ記ぱむ�べぞも思

ぞ�び〜  

①FAX受付とお届け 
  事前ゅ処方箋オ FFAAXX め送ぽむぞべぺで�びも＼来局時�めつ薬オ準備ぱむつどねもて

めで�び〜ゃだぱむ�来局て難ぱぞ場合ら＼の相談よ上の自宅�めつ届に致ぱ�び〜  

②一包化 
  複数よつ薬オ服用時点のもゅ＼れもまよ袋ゅ�も�ィねもてめで�び〜御高齢者ぺにめ

らやど＼忌望てぜイり対殴て寡能やねもめび〜服用て掛ゅやぽべもづ＼院�忘イて減ぽべ

もぞだ声�聞づイ�び〜�べ複数よ壱宇づァ�ァぽむぞィ薬��も�む允包佳めで�び〜  

③在宅支援 
  居宅療養緩理指導＼在宅訪問薬剤緩理指導て寡能めび〜壱師よ指

示よ�も＼の自宅�め訪問ぱ＼つ薬よつ届にも服薬緩理支煙オ行ぞ

�び〜他職種よ方も�連携ぱ＼QQOOLL向���上オ目指ぱネン【�致ぱ�び〜  

④残薬を整理します 
  残ぽむぱ�ぽべ薬よ日数調整よつ手伝ぞオぱ�び〜  

⑤薬に関するお問い合わせへの対応 
  他よ薬局め�ァぽべ薬よねも�＼可よ薬づェづァやどやぽむぱ�ぽべねもやゃ＼�べ＼

複数よ壱療機韓オ受診ぱむぞィ場合よ重複よ心配やゃ＼些細やねねめ�疑問＼不以ゅ思だ

™だやねもてぜア�ぱべァ＼ぶれつ問ぞ合ェふどぺはぞ〜  

  今怪ら�やは�てぜ�ア＼御存知やど＼め�知ぽむぞべァ便利ぺゥだも思だねもオ書づ

ふむぞべぺで�ぱべ〜ぶれつ声�にぞべぺで＼利用ぱむぞべぺでべぞも思ぞ�び〜  

  



  当宇め行ぽむぞィ検査      
  

□検査室め行ぽむぞィ検査■                検査技師  中鉢由香  

心臓超音波検査‥心臓よ構造�動で＼血越よ流イオ超伽波め調
ん＼心不全＼弁膜症＼心筋梗塞やゃオ診断ぱ�び〜

記録ぱべ動雅ら診察室めびな再生めで�びよめ＼

結珂説明よ際ゅら心臓よ動ど様子オ�むぞべぺど

ねもてめで�び〜  

  

腹部超音波検査‥莞臓＼胆嚢＼膵臓＼腎臓やゃオ貫察ぱ�び〜血越検査め莞機能違常て�ァ
イべ場合よ精査�腹痛やゃよ原©オ調んィ時＼検診よ再検査やゃめ行ぞ�び〜  

  

頚動脈超音波検査‥頚動脈ら動脈硬佳よ好発部惟めび〜動脈硬
佳よ程度＼脳梗塞よ器険性やゃオ調ん�び〜  

乳腺超音波検査‥乳てカよ検査らヴΜ�トΒルセ【て允般的め
びて＼若ぞ女性ら乳腺よ量て多ぞべ�ダニ【よ方

てぞぞ場合�ぜア�び〜  

甲状腺超音波検査‥甲状腺腫瘍よ有無オ調ん�び〜甲状腺腫瘍よ細胞オ採ぽむ岩づゃだづ
オ調んィ細胞診�行ぽむぞ�び〜岩て疑ェイィ場合ら耳鼻河ゅ紹壊ぞべぱ�び〜  

 
 
心電図検査‥ョフニΜよ雅面め威前記録ぱべ�よも缶単ゅ比隔てめで�び〜 
24 時間（ホルター）心電図‥電極オ胸ゅ貼ア＼2244 時関ゅェべア心電図オ記録ぱ�び〜不

整脈よ診断�薬物治療効珂オ調んィ検査めび〜  

トレッドミル検査‥ワΔ�ニΜワズよ上オ歩ぞむ≧走ぽむ∞＼労作性狭心症よ診断�治療効
珂よ判定オぱ�び〜  

血圧脈波検査‥両手両足よ血綾オ測定ぱむ＼血緩よ硬は≧動脈
硬佳よ程度∞オ調んィ検査めび〜動脈硬佳め硬どや

ぽべ血緩ら脈て速ど伝ェア�び〜  

 
 
 
  

  



  

  

FMD 検査‥血緩内皮機能オ調んィ検査めび〜腕よ血緩オ 55 分関遮
断ぱべぜも快放ぱ＼血緩てゃイぺに広てィづオ計測ぱ�

び〜血緩内皮機能て低価びィも動脈硬佳ゅやア�びぞも

言ェイむぞ�び〜  

DPN検査‥糖尿病よ合併症よれもまめぜィ神経障概よ有無オ調んィ
検査めび〜主ゅ糖尿病治療オ行ぽむぞィ方ゅ行ぞ�び〜  

  

□処置室め行ぽむぞィ検査■                管護師  佐」木寿美���子  

上部内視鏡検査（胃カメラ）‥口づァも鼻づァよ 22種類よ方法てぜア�
び〜不以や方ら麻酔オ使用ぱむ眠ぽべ状態め検査びィね

もてめで�び〜マΕラやゃめ紹壊はイむぞィルバルセΔ

�よ最新機奇オ使用ぱむつア＼Ε【ノ【よ光め岩よ発見

率て上てア�び〜検査中ゅ目よ前よ�メプ【め検査よ様

子オ�ィねも�めで�び〜  

  

  

下部内視鏡検査（大腸カメラ）‥第 33水曜日よ午後づァ寛全予約制め行ぽむぞ�び〜  
骨密度検査‥骨よ強は＼骨粗鬆症よ有無オ�ィ検査めび〜腰椎�大腿め正角ゅ測定めでィ

機界オ採用ぱむぞ�び〜  

呼吸機能検査‥気緩支喘息�肺気腫やゃ＼肺よ状態オ�ィ検査めび〜  
ピロリ菌検査‥亥ッ�Βめ組織オ取ぽむ検査びィ方法も尿検査めよ 22 種類よ方法てぜア�

び〜リΖΓ菌ら亥岩�亥潰瘍よ原©ゅやア�び〜当宇め検査ぱべ方よ約 4400�

て陽性めぱべ〜除菌治療�行ぽむぞ�び〜  

尿素呼気検査‥リΖΓ菌て除菌めでべづオ角認びィ検査めび〜吐ぞべ息め検査ぱ�び〜    
感染症検査‥ゼΜルΔダΜノ�溶連菌やゃオ迅速検査ヅホ�オ使ぽむ検査ぱ�び〜  
真菌検査‥爪�皮膚よ允部オ採取ぱ水虫づオ調んィ検査めび〜爪水虫よ良ぞ薬てめ�ぱべ〜  
アレルギー検査‥血越め菓粉�食ん物やゃ 3399項目よズΕΔテ【オ調ん�び〜  
アミノインデックス‥血越め 55×66種類よてカよ寡能性オ調ん�び≧保険適殴崖＼要予約∞〜  
  

  

  

  

  



  頴溢壱宇よぞゥぞゥやネ【ラパ  事務  坂溢允恵  
  

  当宇めら＼受診ぱむどぺはィ慣者はカゅ合ェふべぞゥぞゥやネ【ラパオ行ぽむぞ�び〜  

ネ【ラパよ内容オ世代別ゅの紹壊ぱ�び〜  

☆乳幼児 
  優先診療‥就額前よ乳幼児て対象めび〜小はぞつ子はカら＼待まよて

苦手めび〜待ぽむぞィ関ゅぞゥぞゥや所オはェア＼憾染性

よ病気ゅづづィ寡能性てぜア�び〜ぷよべ�＼やィんど早

ど診察ぱむ帰ぽむぞべぺにィ™だゅぱむぞ�び〜他よ慣者

はカゅ理快ぱむぞべぺで実行ぱむぞィネ【ラパめび〜�

べ＼待ほ時関中ゅズメ�よDDVVDDオ見べア＼開本オ読カぺ

アびィヅホヒパヰ【パオ用維ぱむぞ�び〜  

  予防接種‥ほぽどカデΒレもぞだ廻�制度てぜア＼ΖプゾセΔパ�つべわどづぶやゃよ
任維接種よΘデベΜて恰™料金め接種めで�び〜入���廻条件ら最上町民めぜィ

ねもも＼壱宇づァよズΜド【�調査ゅ 33 年関協力ぱむぞべぺどねもめび〜�

べ＼定棄接種ら予約よ必要てぜア�ふカ〜つ子はカよ体調よ良ぞ時ゅ診療時

関内めぜイりぞまめ�接種て寡能めび〜予防接種よぜもゅら願張ぽべの褒美���

ゅツハ�ンΜオロΕピΜ�ぱむぞ�び〜  

  

☆働き世代 
  早朝診療‥毎日朝 77‥3300づァ診察オ行ぽむぞ�び〜額校ゅ登校びィ

前�仕事ゅ行ど前ゅ受診めでィ™だゅぱむぞ�び〜  

            �土曜日て代診壱師よ場合ら88時 1100分づァよ診察めび〜  

  夜間診療‥金曜日よ午後ら 77 時�め診療オ行ぽむぞ�び〜仕事て終
ェぽむづァよ受診て寡能ぺも思ぞ�び〜�べ＼汚方ゅ仕

事ゅ行ぽむぞむ 77 時�め関ゅ合ェやぞ慣者はカオ対象

ゅ＼月ゅ 22怪 88時�め予約診療オ行ぽむぞ�び〜  

  携帯お知らせサービス‥崖来て混雑ぱむ待ほ時関て長どやぽむぞィ場合やゃら＼受付後
ゅ診察よ順番て近どやぽべねもオ携帯電話ゅつ知ァふオびィネ【ラパめび〜

待ほ時関オ有効ゅ使ぽむぞべぺどねも�＼大勢よ慣者よ中め待まねもて嫌や

方ゅつ喚�めび〜受付め利用オつ申ぱ出どぺはぞ〜  

  検査 WEB 予約‥亥ッ�Β�超伽波検査やゃてャホ�め予約めで�び〜頴溢壱宇よヱ【
�ヰ【バづァ利用めで�び〜�べ＼電話めよ予約�寡能めび〜  



☆高齢者  
  中待ち診察‥足腰て痛どむぜ�ア長ぞ距離オ歩どよて困難や方�壊助

て必要や方ゅら＼管護師て壊助ぱやてァ診察めでィ™だ

ゅ＼処置室側づァ診察室ゅ入���ア診察オ行ぽむぞ�び〜  

  薬の一包化‥数種類よ薬オ服用ぱむぞィ方め＼朝昼夕のもゅ允まよ袋
ゅ薬オ分にむ入���イィねもてめで�び〜ハ【�づァ薬オ出び

よて大変ぺ＼院�忘イぱむぱ�だやゃぜア�ぱべァ＼処方ふカゅ壱師づァよ

指示て必要めびよめの相談どぺはぞ〜  

  

  

  

  

当宇独自よネ【ラパら�ぺ�ぺぜア�び〜  

☆急患対応‥胸痛やゃよ心臓疾慣よ疑ぞよぜィ方�＼喘息発作よ方ら優先ぱむ診療ぱむ
ぞ�び〜�べ＼具合て圧ど待合室め待むやぞ™だや方らワホ�ゅ寝べ��診

察オ行ぞ�び〜受付め具合オだづてぞ�びよめ＼症状よぜィ方らつ申ぱ出ど

はぞ〜  

☆感染予防‥ゼΜルΔダΜノ�水痘やゃ憾染性よ疾慣よ疑ぞよぜィ方ら＼柑気装置よぜ
ィ第二診察室め診察オ行ぽむぞ�び〜  

☆送迎サービス‥受診よ際ゅ交通手段よやぞ方ゅ送迎ネ【ラパオ行ぽむぞ�び〜の架庭
よ玄韓づァ壱宇よ玄韓�めでほカも対殴はふむぞべぺぞむぞ�び〜Γル�

付でよ車�ぜア�びよめ＼歩行て大変や方め�対殴めで�び〜混雑時�嬰転

手よ人数ゅ™ぽむらの忌望ゅ添ぢやぞ場合てぜア�びよめ＼利用オ忌望は

イィ時ら前日ゅつ申ぱ込�どぺはぞ〜当日めぜイりやィんど早�ゅつ電話

めつ申込�どぺはぞ〜定棄通宇よ方らつ薬よ処方日数ゅ合ェふむ送迎計雅

オ立むむぞ�び〜  

☆車イス・シルバーカーの設置‥玄韓ゅ設置ぱむぜア�び〜壊助て必要や場合ら玄韓ゅ設
置ぱむぜィ呼ろ出ぱワΔめつ知ァふ価はぞ〜  

☆情報提供：待合室ゅぜィ壁�に式よマΕラめ壱宇よ診療情報�最新よ壱療ゅ韓び
ィ情報オ提供ぱむぞ�び〜  

  

  慣者はカて受診ぱ�びぞ監境ゅやィ™だゅぞゥぞゥやズゼミズオ出ぱ合ぽむ日」

魁梶�™善はふむぞでべぞも考ぢむぞ�び〜の維見＼の要望てぜイりパプホルゅ声オづ

にむどぺはィづ＼洗面所ゅズΜド【�オ置ぞむぜア�びよ

めぷほァゅの維見オぞべぺにイりも思ぞ�び〜  

  

  



  当宇よ壱療系資獲よ紹壊    総務  菅輝美���  
  

  当宇めら撹分野のもゅ専門よ資獲オ取得ぱ知識も技能よ向���上ゅ努�むつア�び〜  

今怪ら職�て取得ぱむぞィ資獲よ内容オの説明ぱ�び〜  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ☆CPAP 療法士 ☆糖尿病療養指導士 ☆消化器内視鏡技師  

  ☆超音波検査士（循環器分野・消化器分野・泌尿器分野） 

☆認定心電検査技師 

  

糖尿病療養指導士とは：糖尿病とその療養指導に関する幅広い専門知識を持ち、患者さん

の生活を理解し、適切な自己管理が行えるように援助する看護師に与えられる資格です。 看護師 

臨床検査技師 

超音波検査士とは：日本超音波医学会が優れた超音波検査技能を持つ医療資格者

に対して認定する資格です。エコー検査のスペシャリストの証明となります。 

医療事務とは：レセプト(診療報酬明細書)の作成と受付業務を中心とする、

医療専門の事務の仕事です。 

☆医療事務（メディカルクラーク） 

医療事務 

  
☆ 一次救命処置（BLS） 

☆ 小児急変対応 評価認識安定化プログラム（PEARS） 

☆ 一般応急手当（Heartsaver® FirstAID） 

アメリカ心臓協会（AHA）認定一次救命処置（BLS）とは：AHAは、心肺蘇生教育に関

する世界的情報発信団体。心肺蘇生法の国際ガイドライン教育プログラムを発信しており

心肺蘇生（BLS）は、世界共通の医療従事者レベルの技術取得認定証です。 

その他資格 

今後�新ぱぞ壱療知識オ勉強ぱ慣者はカゅ貢献めでィ™だ願張ぽむぞで�び〜  



  当宇め行ぽむぞィ治療        管護師  関開理  
  

  当宇ら心臓�動脈硬佳よ診断も治療威崖ゅ�ぞゥぞゥや治療オ行ぽむぞ�び〜  

ピロリ菌の除菌治療‥亥縁�亥潰瘍やゃよ原©もはイ＼院�薬め治療てめで�び〜 
花粉症治療‥パテ菓粉症よ減憾作療法てめでィ™だゅやア�ぱべ〜 
禁煙治療‥若ぞ方よ禁苑治療ゅ�＼健康保険て適用はイ＼慣者はカよ負担て軽どやア�ぱ

べ〜院�薬�貼ア薬め治療てめで�び〜 
水虫の治療（足の爪、指間、足の裏など）‥顕微鏡め菌てぞィづゃだづオ角認ぱ＼院�薬

�塗ア薬め治療てめで�び〜 
わき汗（ワキガ）の治療‥腋���窩ゅヲ�ホデパオ皮価注射ぱ＼Θヅよ澗オ止�ィ治療てめで

�び〜�べ＼澗て出ゅどどやィねもめゅつぞ�軽減ぱ�び〜 
ニキビ治療‥最近めべ塗ア薬ら＼11日 11怪塗ィぺにめ効珂てぜア�び〜 
認知症治療‥物忘イ症状やゃよ進行オ抑制びィ院�薬よ治療�＼らぽゎそよ利用やゃ＼身

体的＼精神的やネン【�オぱむぞ�び〜  

骨粗しょう症の治療‥最近新ぱぞ薬て増ぢむで�ぱべ〜骨オ恢び働でオ抑ぢべア＼新ぱぞ
骨オ作ぽべア＼骨オ折イゅどどぱべアびィ院�薬�注射薬てぜア�び〜  

  

 
 

  威価ら自費診療め＼健康保険ら適殴はイ�ふカ〜  

ED（勃起障害）治療‥ロΒゼユハ【ゅ配慮ぱむ＼診察室内め直接つ薬オつ渡ぱぱ＼廻計
�行ぞ�び〜�ゼΕゅッ【�てぜア�びよめ＼診察室内めの呈示どぺはぞ〜狭

心症よ方ら使用めでやぞやゃ＼ぞどまづ注維点てぜア�び〜 
男性型脱毛症治療（薄毛の治療）‥院�薬め毛根オ太どびィねもめ＼抜に毛オ少やどぱ＼

薄毛オ魁梶�™善めで�び〜 
まつげ（睫毛貧毛症）治療‥�ま毛て不十分めぜぽべア＼短どむつ悩�よ方ゅつ喚�め＼

上�ま毛よ長は＼太は＼濃はオ魁梶�™善びィ塗ア薬めび〜 
プラセンタ治療‥疲労倦怠魁梶�™善�滋養強壮＼美���肌�ズΜベダゼ

バΜト効珂て棄待めでィ注射てぜア�び〜胎盤≧ロΒ

ビΜプ∞づァ抽出はイべダヅパよ有効成分め＼自律神

経�ヱΔ�ΜユΒΜパよ調整＼免閲オ高�ィやゃ＼

様」や薬理作用オ持ぽむぞ�び〜院�薬�ぜア�び〜 
  

  

  

  



  パプホルよ仕事ゅ対びィ思ぞ      
  

  私ら臨床検査技師もぞだ仕事オぱむぞ�びて＼ぜ�ア聞で換イやぞ職種づ�ぱイ�ふカ〜当宇め

ら＼主ゅ超伽波検査�心電図検査＼採血やゃオ行ぽむぞ�び〜超伽波検査ら心臓＼消佳奇＼頚動脈

やゃオ検査ぱむぞ�び〜私ら超伽波検査オ勉強ぱべぞも思ぞ＼頴溢壱宇ゅ就職ぱ�ぱべ〜超伽波検

査てめでィ™だゅやィ�めゅら＼超伽波よ勉強�技術よ習得ゅＮ年らづづア�び〜Ｏ年目ゅやィも＼

超伽波検査士もぞだ資獲オ取ィねもてめで�びて＼資獲オもィべ�ゅはァゅ詳ぱぞ勉強オぱやどむ

らやア�ふカ〜当宇めらやづやづ遭遇びィねもよやぞ疾慣�＼行ぽむぞやぞ技術�勉強ぱ�び〜ね

よ超伽波検査士よ資獲オ取得ぱむ初�む£允人前％も言ぢィも思ぽむぞ�び〜同ひ超伽波検査オ行

だやァり＼田舎よ診療所よ検査も都廻よ大病宇よ検査ゅ磯ぞてぜぽむらやァやぞも思ぞ�び〜検査

オ行だ私べほて＼知識も技術オ習得びイり＼都廻よ大病宇威上よ検査オびィねもぺぽむ寡能めび〜

ぷよべ�ゅ資獲オ取得ぱ＼額廻め発表ぱべア研修廻ゅ参家ぱべアぱむ＼全国よΕワΔゅ™にオもァ

やぞ™だや検査オ目指ぱむぞ�び〜�べ＼頴溢壱宇よ検査技師ら＼慣者はカももむ�近ぞ惟置ゅぞ

�び〜疾慣てぜぽむ定棄的ゅ検査オ行ぽむぞィ方よ病態ら大体較ぢむぞ�び〜慣者はカづァ�£前

�検査ぱむ�ァぽべ％£ねねめ病気オ見まにむ�ァぽべ％やゃもぞだ声オ頂どももむ�岐ぱぞめび〜

検査室威崖め�採血�問診やゃめ慣者はカもつ話ぱびィ機廻�多ぞよめ＼大でや病宇もら磯だ慣者

はカもよ近はオ憾ひむぞ�び〜最上町ゅぜィ小はや壱宇めびて＼町崖づァ�頴溢壱宇よ検査オ受に

ゅべどはカよ方て来宇ぱむどイ�び〜小はや壱宇め�＼日」進歩びィ最新よ壱療オ提供めでィ™だ

ゅ＼努力ぱむぞでべぞも思ぞ�び〜                              検査技師  菅明子  

  

  

      

  当宇ゅら＼誕生ぱむ関�やぞ赤ほ�カづァ 9900 歳オねぢィ慣者はカ�め幅広ぞ年代よ慣者はカて

来むどイ�び〜�やはカて以心ぱむ診察�検査＼処置やゃて受にァイィ™だゅ知識オ深�＼先生も

職��カやめ連携オもア合ぞ＼適切づま迅速ゅ対殴めでィ™だゅ日」努力ぱむぞ�び〜  

  小はぞ赤ほ�カて来宇ぱべ時ら＼待ほ時関て長どやァやぞ™だゅ＼予防注射よ疑問�不以�快消

めでィ™だゅ＼ぷぱむやゅ™ア以心ぱむ受にァイィ™だゅも心てにむ対殴ぱむぞ�び〜心配事てぜ

ィ時らぞまめ�つ声オづにむ価はぞ〜  

  毎月通宇ぱむどイィ慣者はカら＼生滑習換病�心臓よ病気やゃ複数よ病気オ抱ぢむぞ�び〜允人

れもアて病気も向���で合ぞ＼ぷよ人ァぱど生滑めでィ™だゅ心ゅ希ア添ぞ＼支ぢゅやイィ™だや支煙

オぱむぞでべぞも思ぽむぞ�び〜薬て余ぽべ時�＼病気�生滑ゅ対ぱむ疑問�心配事てぜア�ぱべ

ァ＼抱ぢ込�ぴゅぞまめ�つ声オづにむ価はぞ〜  

  ねイづァ�地稲よ�やはカゅ握はイ＼信頼はイィ壱宇オ目指ぱ＼思ぞ�アよぜィ仮づぞ対殴オ心

てにむ＼日」努力ぱむぞでべぞも思ぞ�び〜ゃだへ™ゥぱどつ伎ぞぞべぱ�び〜  

                                                        管護師  玩れゥ�  

  



  私て壱宇ゅ入���職ぱむ早 1188 年〜私よ主や仕事ら慣者はカよ送迎めび〜入���職後づァ半年程め允人

め怪アでイやぞ程よ慣者はカゅ利用ぱむぞぞべぺに�ぱべ〜利用ぱむぞべぺど慣者はカよ多どら＼

今�昔���高齢よ方べほめび〜  

  私ら＼元」つひぞほ�カつりぜほ�カ子ぺぽべふぞづ＼つひぞほ�カ�つりぜほ�カも廻話ぱべ

ア＼笑ぽべアぱむぞィ事て掛ぱぞめび〜めびづァ長年送迎よ仕事オぱむぞィも＼慣者はカよ体調よ

良ぞ時�圧ぞ時�＼ぞま�送迎はふむぞべぺどよめ＼慣者はカもよ距離て近どやィ様ゅ憾ひ�び〜

距離て近どやィも＼慣者はカ�私達ゅぞゥぞゥ声オづにむどイィよめびて＼特ゅ胤象ゅぜィよら£頴

溢壱宇よ嬰転手はカめやぞもヘ�ぺ％もづ£ぴ【ぽも送ア迎ぢぱむにゥや％やゃよ言葉めび〜私ら＼

ねよ様や言葉オぞべぺど時て仕事オぱむぞむ可™ア允番岐ぱど憾ひィ時めび〜めびづァ憾謝よ言葉

オぞべぺども＞元気ゅ長生でめでィ様ゅ送迎はふむどぺはぞ〜≦もぞだ使命憾�べぞや思ぞてね�

上ぬむで�び〜  

  私ら＼壱療技術やゃよ特別や免許ら持ぽむぞ�ふカて＼誰づよべ�ゅ自分て役ゅ立ぽむぞィ事も

憾謝はイィ仕事オぱむぞィ事てもむ�岐ぱぞめび〜ねイづァ�送迎よ有無ゅづづェァぴ＼慣者はカ

よべ�ゅ役立ま自分めぜアべぞも思ぞ�び〜                          総務  西塚駅允  

  

  私ら＼頴溢壱宇ゅ勤務オぱむ 1155 年ゅやア�ぱべ〜初�ら通常業務よ他ゅ�慣者はカよ名前オ較

ぢィよゅ必死ぺぽべねもオ較ぢむぞ�び〜勤続 1155 年も�やィも＼定棄通宇よ慣者はカよ企も名前

ら�もカゃ較ぢィねもてめで�ぱべ〜受付時ゅら＼やィんど診察券オ角認びィ前ゅ＼£∈∈はカ＼具

合らぞづてめびづ’％やゃ言ぢィ™だゅ心てにむぞ�び〜威前慣者はカゅ＼£11 づ月ゅ 11 怪ぱづ受

診ぱやぞよゅ＼名前オ較ぢむどイべカめびょ〜％も言ェイべねもてぜア＼岐ぱどやア�ぱべ〜反対

ゅ＼慣者はカづァ£竹澤はカ“％も名前め声オ�にァイィも岐ぱどやア�び〜  

  壱療事務ら注射オぱべア処置オぱべア＼検査オぱべアやゃらめで�ふカて＼来宇ぱべ時ゅ少ぱめ

�気持ほて落ほ着にィ™だや対殴オぱむぞでべぞも思ぽむぞ�び〜        事務  竹澤  優子  

  

  編集後記                    宇長  頴溢俊允  
  

  今怪ら当宇よ特徴オ�も�む��ぱべ〜当宇よパプホルら＼ぷイへイて自分め考ぢむ行

動ぱむぞ�び〜今怪よ特集�パプホルて発偉ぱむどイむ＼当宇め行ぽむぞィ壱療�滑動オ

だ�ど�も�ィねもてめで�ぱべ〜パプホル�カやて慣者はカよねもオ思ぞ�ぽむ行動ぱ

むぞィ＼ぷイて当宇よ最大よ強�やよめらやぞづも思ぽむぞ�び〜ねイづァ�パプホルて

允岸もやぽむ良ぞ壱療オ提供ぱむぞで�びよめ＼ゃだへ™ゥぱどつ伎ぞぞべぱ�び〜  

  

  

  



月 火 水 木 金 土
午前

午後 休診 休診 休診

診 療 の ご 案 内

午前の診療は 7：30 から 12：00 です。
月木の午後は 14：00 から 18：00 です。
金曜の午後は 16：00 から 19：00 です。

・仕事で診療時間内に受診できない方のために、隔週
で金曜日の19：00 から 20：00 に予約外来を行っ
ています。ご希望の方はお問い合わせください。
・土曜日は山形大学の今田先生（腎臓・膠原病専門）
と渡邊先生（循環器専門）の外来があります。
（院長は休診になります）
・第3水曜日の午後は大腸内視鏡検査を行っています。
一般の外来はありません。

＊＊ お知らせ ＊＊
お盆休みは昨年まで8月13，14日の2日間でし
たが、今年から8月11日が「山の日」で祝日に
なったため、8月12日もお盆休みにさせていただ
くことになりました。8月は11日～14日がお休み
になります。ご不便をおかけしますが、よろしく
お願いいたします。
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