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令和新時代が始まり、早や数か月が過ぎようとしています。元号
には西暦では感じられない歴史の重みや、個々人の想い出が詰まっ
ていますが、当院も昭和42年の開院以来、先輩職員の方々の献身
により、平成時代を通じた半世紀以上の歴史を刻んで新しい時代

有咲

〇性格 恥ずかしがりや
〇趣味 読書 工作 カラオケ
楽器演奏
〇抱負 1日でも早く新しい環境になじ
めるよう、がんばります。

院長

小川智也

を迎えることが出来ました。
しかし医療を取り巻く環境は、今後日々厳しさを増していくのも
また事実であります。国が進めている地域医療構想に基づき地域

医療体制の再編が加速すると、現在約8,000ある我が国の病院は多くても今の半分の4,000

求人コーナー
リニューアル

当院ホームページの求人情報に、各職種の先輩スタッフの
声や１日の業務スケジュールも掲載しております。
是非一度ご覧下さい。
ホームページ http://www.sakamoto-hosp.or.jp/

で成り立つと言われています。令和時代は病院の再編と淘汰が益々進む時代となります。そのよ
うな状況下で私達のような地域密着型の病院が生き残り、勝ち残るためには、決して医療を提
供する側の都合や自己満足ではなく、地域の実情をよく知り、患者さんのニーズと病院の身の丈
にあった効率的医療を真摯に実践していくことが強く求められます。

外来診療科目一覧

2019年8月現在

当院の位置する大川医療圏は、さぬき市と東かがわ市からなりますが、人口はあわせて8万
500人程です。少子高齢化の影響は大きく、人口は前年と比べて約1,200人減少しました。その
一方で、昨年度のこの地区の救急車出動件数は4,208件とその前年と比べて118件増加してお
り、実にこの地区の19人に1人が救急車を利用したことになります。救急の内訳としては急病が
2,500件以上でもっとも多く、次いで一般負傷と交通事故が約1,000件となっています。人員別
分析では高齢者の中等度症以上の急病が目立って増加傾向にあり、今後もこの傾向が続くもの

14時〜17時

と思われます。
当院はこれらの方々に積極的に関与しなければなりませんが、問題となるのはそのうちの多く
14時〜16時

の人が急性期治療が終了しても要支援、要介護状態となり、また認知症をはじめとするいわゆ
る治らない疾患を合併している割合も年々増加していることです。加えて一人暮らしや老々介護
という状況も多いため、一度入院すればなかなか退院できず、たとえ退院しても短期間で再入

診療時間は午前9時〜12時30分、午後1時30分〜6時です。

※祝日・日曜日・年末年始（12/31〜1/3）は休診となっております。但し急患の場合はこの限りではありません。
※手術・学会出張等の理由で変更する場合があります。

4

院を繰り返さなければならない状態に陥ることです。
（2ページへつづく）
1

国は2025年を目途に、要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の

当院職員が各団体より表彰を受けました。

最後まで続けることが出来るように、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供される地域
包括ケアシステムの構築を目指していますが、それぞれの地域には特有の問題点が存在するた
め、これを全国で画一的に推し進めていくのはなかなか困難であるのが現状です。当院は一般
病床と療養病床を併せ持つケアミックス機能を十分活用し、これまで急性期から慢性期に至る

東さぬきJ.S.C（旧東さぬき雇用対策協議会）より
優良障がい者表彰受賞

切れ目のない医療の提供に努めてきましたが、今後は来年度に予定している介護医療院併設に
より、医療介護連携を更に強化していく予定です。そしてそのすべての段階において、総勢37名
という県下有数の陣容を誇るリハビリテーション部門スタッフの力を投入し在宅復帰を目指して
いきます。
また最近は歯周病を始めとする歯科疾患が心疾患、脳卒中をはじめ様々な生活習慣病と関

5月23日に東さぬきＪ.Ｓ.Ｃ総会にて、リハビリ

連していることが明らかとなっており、患者さんのADL低下の原因となっていることより、昨年4

テーション部の大嶋俊一が優良障がい者表彰を

月に増科した歯科口腔外科とも連携して予防医学の面から患者さんを支えていきたいと考えて

受けました。

おります。

『阪本病院に入社しはや30年経ち、今回の表彰
を頂き有り難いと思っております。皆様の支援が

病気を治す医療から生活を支える医療へ、患者さんのニーズにあった患者さん第一主義の医

あったからこそ、ここまでこれました。これからも

療を目指して職員一同、同じ危機感、使命感をもって邁進していく所存ですので、より一層のご

患者様に「楽になった」と言って頂けるよう、頑

指導、ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。

歯科スタートして1年
阪本病院に歯科が増設され１年が経ちました。外来で受診された患

リハビリテーション部

大嶋

皆様、歯や口の中に関心を持っていただいており、治療は勿論、歯
の予防につながる歯磨き指導をさせて頂くと、熱心に聞いて実行して
歯科医師

阪本大樹

頂いています。
歯が無くなってしまうと、元には戻らないので、予防がかなり大切に
なってきます。食べる事は生きることに繋がり、歯が無くなったり悪く
なると、それに支障が出てきてしまいます。長く美味しいものを食べ健
康でいられるためには、お口の中の環境を整え維持していく必要があ
ります。
地域の皆様の健康のためにも、より多くの方のお口の中の環境を
整えていきたいと思います。

2

お願い致します。』

香川県商工会連合会より

勤続20年以上での永年勤続表彰受賞

者様、入院された事を期に受診された患者様など、いろいろな方を診
させていただきました。

俊一

張ってまいりますので、これからもご支援よろしく

5月24日に東かがわ市商工会の総会にて、中央検査室師長
の田中はつ江が永年表彰を受けました。
『勤続20年以上の優良従業員の病院推薦をして頂き、永年
勤続従業員表彰を受けました。大変身に余る賞をいただき感
謝しております。私は常に健康で休むことなく勤務できたこと
を誇りに思っております。これからも阪本病院の発展に少しで
も貢献できるよう努力してまいります。ありがとうございまし
た。
趣味として5年前からカラオケを習っています。精一杯の大き
な声で歌う事でストレス発散リフレッシュしています。年に１度
の発表会は、あがり症の私にとってとても苦痛でしたが、日々
練習を重ね少しずつですが自信が持てるようになりました。こ
れからもカラオケを通してストレスを発散し、自分を磨いていこ
うと思います。』

中央検査室師長

田中

はつ江
3
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