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← レントゲンフィルム搬送係のロボット「さっちゃん」。現在、充電期間中！！

～ 新型インフル特措法、今春施行 ～
季節性インフルエンザは、
今年の第 4 週
（平

多くの犠牲者が出るおそれがあると予想されて

成 25 年 1 月 21 日～同 1 月 27 日）が流行の

います。このため、社会混乱を防ぐ目的で新型

ピークだったようですが、まだまだ流行が続

インフル特措法が定められました。

いています。

◇◇◇◇◇

一方、2009（平成 21）年に世界的な規模

同法によると、事前準備として国や自治体が

で大流行した新型インフルエンザは、2011

対策実施のための「行動計画」を第 6、7、8 条

（平成 23）年 4 月から通常の季節性インフル

にもとづき作成します。

エンザとして取り扱われていますが、当時の

実際に新型インフルエンザが発生したら、国、

教訓等を踏まえて、2012（平成 24）年 4 月

都道府県、市町村に対策本部を設置し（15、22、

に「新型インフルエンザ等対策特別措置法」

34 条）、国が対処方針を策定します（18 条）。

が成立しました。今春の同法施行に向けて、

また、海外で発生した場合には水際対策とし

政令の整備など準備が進められています。
◇◇◇◇◇
発生当初、豚インフルエンザと呼ばれてい
た 2009 年の新型インフルエンザ（H1N1）

て、該当する国の船や航空機の検疫を強化し（29
条）、さらに防疫が困難になった場合には船や
航空機の来航を制限することを要請できる（30
条）としています。

は、日本では低い死亡率にとどまりました。

国民生活や経済に甚大な影響を及ぼしそうな

しかしながら、アジア、中東、アフリカを

場合には、国が緊急事態宣言を発令（32 条）、

中心にときおり発生している高病原性鳥イ

都道府県知事が住民に外出の自粛を要請し、学

ンフルエンザ（H5N1）が変異し、ヒトから

校、社会福祉施設、興行施設などの使用制限や

ヒトに感染するようになった場合、日本でも

停止を要請または指示できる（45 条）としてい
ます。

萩市民病院と萩・福祉複合施設かがやきで構成される「萩・健康維新
の里」は、市民の誰もがその人らしく、健康に暮らしていけるよう生
活を支援するところです。

「萩・健康維新の里」理念
■ 変化する社会情勢に進取の気性をもって取り組み、新しい健康の在
り方を提案します。
■ 現状に妥協せず、創意工夫を惜しまず、暖かく思いやりのあるサー
ビスを実践します。
■ 自らの役割を明確にし、地域と連携して、保健・医療・福祉を統合
したサービスを目指します。
萩市民病院の目標
◇ 私たちは、絶えず自分を磨き、質の高い医療を提供します。
◇ 私たちは、提供するサービスを説明した上で、あなたとともに医療
を実践します。
◇ 私たちは、自分に課せられた仕事を全うし、病院事業を維持・発展
させます。

感染力が強い新型インフルエンザの対応策を
検討していた政府の有識者会議が 2 月 7 日、中
間とりまとめを提出しており、政府は特措法の
今春施行に向け、この中間とりまとめをもとに
施行令や行動計画等を策定する方針です。
萩市も「萩市新型インフルエンザ等対策本部
条例」を市議会 3 月定例会に上程しています。
事務部長 中田 祐広
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2005（平成 17）年 4 月に個人情報保護法が全面施行されました。当院では、法の趣旨に則り、
個人情報の保護と利活用の取り組みを適切に行うために「個人情報保護推進委員会（以下、委員会）
」
を院内に設置しています。
委員会では、職員に対し、個人情報の取り扱いに関する啓蒙活動を行う他に、医療機関で起こり
やすい院内外の問題事例を検証しています。そのうち、事例を 2 つご紹介したいと思います。
◇◇◇◇◇
1 つ目は、入院時の面会に関することです。
「入院時の書類で親族以
外の面会を断っていたのに、面会を許したのはどうしてか」と病院へ
問い合わせがありました。
「親族以外」はお断りでしたが、面会に来られた方が「親族」とい
われたのでそのまま通してしまったというのが原因でした。
「どこまで
が（患者さんが思っている）親族なのか」ということをあいまいにし
ていたために生じた事態です。委員会ではすぐさま検討を行い、患者
さんが「条件付き面会可」を希望される場合には、
「親族は可」や「家族以外は不可」といった曖昧
な表現を改め、その条件を具体的に挙げていただくようにしました。
◇◇◇◇◇
2 つ目は外部からの問い合わせに関することです。当院には、外部か
ら電話などで入院患者さんについての問い合わせが数多くあります。
「○
○さん入院されていますか」という確認の電話から、
「○○さんの病状は
どうですか」といった具体的な内容に立ち入った電話までです。法の趣
旨を踏まえ、病院の方針としてこれらの問い合わせについてはお答えし
ないことと決めています。問い合わせた方からは、不親切ではないか、
などといったお叱りの声も聞かれますが、電話でお答えしないのは、電
話ではどなたが問い合わせてこられたのか、確認ができないためです。
たとえば、警察署からの問い合わせで緊急を要するものは、連絡先をお聞きし、公表されている
警察署の電話番号と照合した上で、病院から折り返し電話を入れるなどの工夫をしています。
◇◇◇◇◇
委員会ではこのほか毎年 1 回、病院の全職員を対象に研修会を開催
しています。法やガイドラインの内容を周知するだけではなく、災害
などの非常時に、対応の重要性や優先度に応じて、臨機応変に行動す
べきことにも言及しています。さらに委員会メンバーで年 2 回、院内
ラウンド（見回り）を行い、個人情報保護の観点から院内に問題がな
いかどうかを確認し、各部署等の改善活動につなげています。
個人情報保護推進委員会 松浦 英代
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萩でのご飯の友「わかめ」
山口県のわかめむすびは、全国の代表的なおにぎりの 1 つ
として、昔の食糧庁（現・農林水産省総合食料局）が選定した「ふるさとおにぎり百選」にも選ば
れています。日本海で育った風味豊かな若いわかめの干したものを細かくきざみ、あたたかいおむ
すびにまぶすだけの簡単な料理で、この辺りでは当然のように食べられていますが、全国的にはご
飯の中に混ぜ込んで食べることが多く、周りにまぶすところが特徴のこの地域の「わかめむすび」
は大変珍しい食べ方のようです。
わかめに含まれる栄養は？
わかめの代表的な栄養は食物繊維で、血中コレステロール値を下げたり、動脈硬化や心筋梗塞を
防ぐなどの効果があるといわれています。乾燥したものでも簡単に戻すことができ、味も癖がなく
利用しやすいので、酢の物、炒め物、スープ、サラダなどいろいろな料理にアレンジして毎日意識
して取り入れたい食品の 1 つです。

旅行ガイドブック「ミシュラングリーンガイド」
では、観光施設を星なし～3 つ星で評価しています。
同誌の 2009（平成 21）年版で岩国の錦帯橋と並び、
山口県内で 2 つ星（立ち寄る価値がある）を獲得しているのが山口県立萩美術館・浦上記念館です。
これは県内では最高ランク。今回は萩の美術館をおすすめしたいと思います。
浦上記念館は平成 8 年、萩出身の実業家、浦上敏朗氏が収集した浮世絵などを寄贈したことを契
機に開館し、平成 22 年には新しく陶芸館もできました。浮世絵、東洋陶磁、陶芸の 3 つのジャン
ルを中心とした美術館ということですが、中でも私のおすすめは浮世絵です。葛飾北斎や歌川広重
など、有名な浮世絵師の貴重な作品を地元萩で観ることができます。
館内でのおすすめは特選鑑賞室です。美術館所蔵の浮世絵から厳選した名品 1 点を飾ってある小
さな展示室があり、現在は歌川広重の作品が飾ってあります。１枚の浮世絵と向きあう空間という
のもなかなか貴重です。
「浮世」とは「現代風」という意味があり、浮世絵から当時の流行や人々の
生活様式がよく分かります。また、描かれている人々の表情もとてもユニークで面白いですよ。
浦上氏は、自分自身が浮世絵を初めて見た時の感動を萩の人にも感じてほしい、所蔵する文化財
産を是非、萩に、とのことで貴重なコレクションを寄贈されたそうです。
“立ち寄る価値がある”身
近な美術館をもっと楽しんでみませんか。

東病棟看護師 石本 智子
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萩市民病院 外来診療担当医師一覧

平成25年3月1日現在
外来診療は基本的に「予約制」です。
なお小児科専門外来は、既に診断がついて他院の紹介状をお持ちの
方を除いては、まず午前中の一般外来を受診していただき、必要な
検査等を行った上で専門外来へ院内紹介をいたします。
いずれの場合も救急・急患はこの限りではありません。

受付時間
午前８：３０～１１：３０／午後１３：００～１６：３０
診療時間
午前８：４５～１２：００／午後１３：３０～１７：００
診療科

時間帯

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

米澤 文雄

米澤 文雄

安藤 みゆき

米澤 文雄

原田 希

安藤 みゆき

刀禰 尚

藤村 達大

刀禰 尚

藤村 達大

藤村 達大

原田 希

午前
循環器内科
呼吸器内科

内
科

原田 希
安藤 みゆき
中村 武史(大学)
（隔週）

午後

前田 貴生(大学)
（隔週）

神経内科

午前

佐野 泰照（大学）

消化器内科

午前

宮内 嘉明

膠原病外来

午前/午後

中村 浩士（大学）

糖尿病外来

午前/午後

一般外来

午前

松本 賢治

※専門外来

外科
（午後は手術）

整形外科
（午後は手術）

午後

遠藤 久

遠藤 久

遠藤 久

羽根田 泰宏

羽根田 泰宏

羽根田 泰宏

羽根田 泰宏

羽根田 泰宏

アレルギー
（羽根田）

神経（第１・３・４）
午前・午後（伊住）

腎臓（第３）
（白石）
中村 丘

代謝・内分泌
（第２・３・４・５）
（遠藤）

心臓（第２）
（藤原）

アレルギー
（第１・２・４）
（真方・長谷川・清水）

中村 丘

坂野 尚

工藤 淳一

工藤 淳一

中村 丘

坂野 尚

桑原 嘉一

大藤 晃

桑原 嘉一

大藤 晃

桑原 嘉一

大藤 晃

米城 秀

米城 秀

米城 秀

宮内 嘉明
松本 賢治

大野 高嗣（大学）

松本 賢治

坂野 尚

午前再診
大藤 晃
手術のため休診
午前再診

桑原 嘉一

放射線科検査

終日

米城 秀

麻酔科
（ペインクリニック）

午前

内視鏡検査

宮内 嘉明

遠藤 久

午前初診

午前初診

松本 賢治

田口 昭彦（大学）
遠藤 久

小
児
科

宮内 嘉明

米城 秀
原田 英宜（大学）

午前/午後 末永 成之（大学）

宮内 嘉明

※ 内科外来は平成21年6月から診療体制の見直しにより、診察時間が変わりました。初診の方は電話予約のうえ、午前
中の内科外来を受診されますようお願いいたします。なお、救急・急患についてはこの限りではありません。
※ 膠原病外来、糖尿病外来、麻酔科、及び大学の内科非常勤医師の診察は院内紹介のみです。
初診あるいは他院からの直接の紹介は受けつけておりませんので、予めご了承下さい。

萩市民病院 予約センター

電話(0838)25-1235

※土・日・祝日を除く月～金 8:30～17:00受付

朝は電話が混み合います。つながりにくい場合は、お手数ですが時間をおいておかけ直し下さい。
また、おかけ間違いのないよう十分にご注意願います。

他の医療機関からの受診の際は、紹介状をお持ちいただきますよう、よろしくお願いいたします。
さっちゃん通信ぼやきコーナー
（編 集 後 記）

に増大しています。電力の8割を石炭火力発電所に依存
していますが、これまで発電所の排煙浄化にはあまり
熱心ではなかったとされ、大気汚染を深刻化させてし
アレルギー性鼻炎が持病の私としては、2月になると まった原因の1つといわれています。
スギ花粉の飛散に身構え、3～4月には黄砂の飛来に憂鬱 沿岸部から始まった急速な都市化や工場地帯からの排
になっています。さらに中国から、大気汚染源の微小粒 煙、増加する自動車の排ガス問題など複合的な要因も
子状物質「PM2.5」が黄砂に付着して飛んでくるのでは あるのでしょう。
ないかと心配しています。
春節を迎えた中国で爆竹やロケット花火が炸裂する
PM2.5は、大気中を漂う物質のうち、直径2.5マイクロ
中、スモッグで見通しのきかない北京の空や「不買運
メートル（マイクロは100万分の1）以下の特に小さな粒
動よりも命が大事」と日本製の空気清浄機を買い求め
子。工場の排ガスなどに含まれる煤（すす）が主成分で、
吸い込めば肺の奥や血管に入り、ぜんそくや心疾患など る人々の姿が度々報道されるようになりました。
高度成長期の日本を検証し、是非、参考にしてもら
のリスクを高めるといわれています。
えたらと思います。
【中田】
中国では、工業化の加速に伴い、電力の需要が急激
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