医療法人社団 昌平会
SHOUHEIKAI
KOUHEIKAI

(財) 日本医療機能評価機構認定

こ

Vol.67

んにちわ
〜病院理念〜

利用者様ができる限り安心してかつ安全に
自宅や社会での生活を継続できるように最善を尽す

〜病院基本方針〜
1．利用者様の人格を尊重し、利用者様自らの意志に基づき、自立
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した質の高い生活を送り、その人らしく生命の尊厳を持って生
活していけるように支援します。
2．利用者様が安心かつ安全に療養ができるよう環境づくりをしま
3．す。
医療・福祉の継続のため、積極的に保健・福祉の連携を持ち、
社会資源を十分に活用・調整し、利用者様のQOL（生活の質）
4．の維持・向上に努めます。
利用者様に、適切な質と量の医療・福祉を提供するために、積
極的に地域の病院・診療所との連携を持ち、利用者様が着実に
5．障害の受容・機能回復を図られるように支援します。
地域の中の病院であり、その病院に勤めるものとしての自覚を持
6．ち、地域の皆様とのふれあいを大切にし、開かれた病院を目指
します。
7．利用者様に、思いやりの心を持ち、適切な言葉・態度・身だしな
みを心掛けます。
質の高い医療・福祉が提供できるように自己研鑽し、正しい知識
と確実な技術を身につけます。
＊「定義」…利用者とは入院・外来患者・通所等介護保険事業
利用者及び家族の総称であり、理念についても同様である。
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やっと寒さが和らぎ︑暖かくなって参りましたが︑皆様お元気でお過ご
しでしょうか︒今年は雪による被害など大変でしたが︑インフルエンザやノロウイルスにも悩ま
されました︒来冬に向けて︑雪対策・感染予防を忘れずに実行しましょう︒
さて︑皆様は介護保険施設についてご存知でしょうか︒それには︑介護老人福祉施設︑介護老
人保健施設︑介護療養型医療施設︵介護療養病床 介護保険で賄われる療養病床︶が含まれてい
ます︒２０２３年以降は介護療養病床が廃止される予定であり︑その後﹁医療・介護難民﹂を出
さないように︑受け皿となる新しい介護保険施設の設置が決定されました︒それが﹁介護医療
院﹂です︒この転換には一部の医療療養病床も含まれています︒
特徴としては︑
①﹁生活の場としての機能﹂を兼ね備えている
②日常的に長期療養のための医療ケアが必要な重介護者を受け入れる
③ターミナルケアや看取りも対応する
以上の３点です︒
介護医療院という施設がどこかに出現して来ましたら︑この文章を思い出して下さい︒
なお︑当院ですが︑医療療養病床はありますが︑介護療養病床はなく︑当面︑介護医療院に転換
する予定はありません︒
：
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1病棟

昨年の研究で院内デイケア導入後のADL改
善度を調べ、導入前15.7点、導入後24.3点と
向上が見られた。院内デイケアは入院患者の
離床を行なうきっかけとなり活動量を増加さ

せる効果があることが分かった。活動量が増加したことで
ADL能力の改善が示され、患者の在宅復帰を目指す上で入院

院内デイケア導入後のADLの改善度
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中の活動量を向上させていくことは重要であり、今後も一日

導入前

導入後

をどのように効果的に過ごしてもらうか個別性のあるサービスを実施し、より多くの患者に参加して
もらえる工夫をしていく。
書初め
新たな年を迎えました。今年
最初のレクリエーションは、元

2病棟

日に書初めを行いました。
久しぶりに墨汁のにおいを感じながら、それぞれ今
年の抱負や好きな漢字を一生懸命に筆で書きました。
皆さん納得のいく出来栄えでした。
作品は現在廊下にて展示してお
ります。
干支の酉に因んで、病棟とし
ても飛躍の年にしたいと思います。

クリスマス会
12月13日雪の便りはほど
遠く、暖かな陽気の中、恒
例のクリスマス会を行いま
した。今回はデイケアの所長のステージで懐
かしい歌の披露からスタート。職員の踊りと
続き、ピアノ、ハンドベル、フルート、ギ
ターの楽器の演奏とコーラスで冬のハーモ
ニーが流れました。その後、甘いケーキを用
意致し季節を感じて頂きました。

5病棟

クリスマス会
12月20日に「クリスマス会」を開催しまし
た。安井主任がサンタクロースになり、アコー
スティックギターを演奏し、それに合わせて、
入所者の皆さんと「きよしこの
夜」を歌いました。栄養科に用意
して頂いた「クリスマスケーキ」
を入所者の皆さん「美味しい！」
と食べておられました。

老健は
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第９回大山リハビリテーション病院学術大会
リハビリテーション部

中祖

直之

平成29年２月４日に第９回大山リハビリ
テーション病院学術大会が開催されました。
全職員を対象とする本大会では、毎年シン
ポジウムと各部署より研究発表が行われて
います。その中で、この度私は最優秀学術
賞を頂くことができましたのでご報告いた
します。
演目は「健康サロン利用の地域高齢者に
おけるロコモティブシンドロームの割合と
その関連機能」です。これは当院で行って
いる「おやまの健康サロン」にて実施した

中祖

直之（リハビリ部） 江原真由子（１病棟）

体力測定会の結果から、要介護の危険が高
まった状態とされるロコモティブシンドローム（和名：運動器症候群、以下、ロコモ）の割合と、
ロコモに関連する機能を調査したものです。この研究から、健康サロンに通っておられる皆様の
ロコモの割合が比較的多いこと、それを改善するためには片脚立ち練習を行うと良いかもしれな
いことがわかりました。健康サロンの体力測定会に参加した皆様のご厚意で得られた知見を報告
させて頂けたこと、またそれにより名誉な賞を頂けたことに大変感謝しています。この結果をも
とに、健康サロンで提供する体操をより充実させることにより利用者の皆様へ還元していきたい
と思っています。
また、本大会の優秀取り組み賞には1病棟
の江原真由子さんの演目「患者とスタッフ
の認識のズレ−FIMとADLにおける患者満
足度の比較調査−」が選ばれました。その
他の研究発表においても、年々レベルが向
上してきており、病院全体として学術的な
視点を併せた取り組みが増えてきているこ
とを感じる大会でした。
さらにシンポジウムにおいては、「個人
情報保護への取り組みと今後の課題」と題
して、株式会社セイエルの清原康典様によ
る講演と、各部署代表者によるパネルディ

株式会社セイエル

清原康典様

スカッションが行われました。時代に対応した取り組みが求められるこの問題に関して、多くの
意見と対応策が提案されました。当院を安心してご利用いただけるように、職員一同今後も邁進
してまいります。
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新 人 紹 介
おお もり
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大森由紀子

加藤 由実

①1病棟（看護師）
②サウナと愛犬の世話
③特になし
④仕事とプライベートの両方を
充実させて心身のバランスを整
えたいと思っています。そして
患者さんやご家族の方に信頼さ
れ、安全安心な看護が提供でい
るように日々努力していきたい
と思います。

①1病棟（看護師）
②ジム・カラオケ・ショッピング
③浮かびません…
④まだまだ未熟なため一日でも
早く仕事を覚え、皆さんのお役
に立てるよう日々頑張っていこ
うと思います。患者様にとって
も温かい看護ができるよう心掛
け知識、技術を身につけれるよ
う勉強していこうと思います。

①部署（職種）

②趣味

③特技

④ひとこと

やま もと

山本

き

かえで

むら

え

り

か

の

木村英里香

楓

①5病棟（看護師）
①6病棟（看護師）
②ＤＶＤ鑑賞・読書
②子供と一緒に遊ぶこと
③なし
③書道
④利用者さんが安心して、過ごし ④よろしくお願いします。
て頂けるようお手伝いが出来るよ
う関わっていきたいなと思います。
どうぞよろしくお願いします。

さか

ゆ

み

こ

野坂由美子

①外来（看護師）
②孫の子守り
③昼寝・大食い・天然（笑）
④利用者様の安全・安楽・安心
を支えていけるよう尽力して行
きたいです。どうぞよろしくお
願い致します。

２月以降の新人職員は次回の掲載予定です

おめでとうございます
年
5
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マレーシア探訪記

森田

一姫（平成13年11月５日入社）

橋井

浩子（平成13年８月１日入社）

林

清美（平成13年９月21日入社）

リハビリテーション部

理学療法士

苅田

哲也

2016年10月７、８日にマレーシアの首都クアラルンプール
で行われたACPT（Asian
Confederation
of
Physical
Therapy）2016 Congressという学会に参加してきました。
クアラルンプールは、マレー半島南部に位置し「ＫＬ」の愛
称で親しまれています。東南アジア有数の世界都市で、高層ビ
ルが建つ都会的な街並みの中に庶民的な屋台通りもあり、変化
に富んだ滞在が楽しめます。また、マレーシアは多くの異なっ
た民族が暮らす多民族国家でもあります。街に点在するモスク
や寺院、それぞれの食文化からその違いを知ることができます。
食べ物も多種多様です。特に印象に残ったのは、マレー料理と
中国料理がミックスして生まれた『ニョニャ料理』というもの
です。世界文化遺産の指定都市であるマラッカという土地の名
物料理ですが、クアラルンプールでもいただけます。
さて、本学会はアジア圏域の理学療法学会であり、リハビリ
テーション部の松浦と苅田（私）がそれぞれポスターによる発
表を行いました。私の発表はギブスで関節を固定した際の大脳
の運動野の活動を調べたものでした。初めての海外での発表で
緊張していましたが、幸いにも？外国の方から質問されること
はありませんでした。また、夜にはGala Dinnerという懇親会が開催され、韓国・台湾・イスラエル
など様々な理学療法士と交流する機会がありました（会話の内容は半分も理解できませんでしたが
…）。国内学会とは異なった雰囲気の中、有意義な時間を過ごすことができました。
昨今日本国内の理学療法士は10万人を越える人数となっています。そんな中、これからの理学療
法を発展させていくには、より幅広い視点や情報を取り入れることが必要と考えます。本大会は、ア
ジア圏域の様々な国の理学療法の取組や動向を知ることができる大変貴重な経験となりました。
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ホームページを
リニューアルしました！

ホームページを利用される皆様がより見やすく、より使いやすいサイトを目指
し、入院・外来の案内などを一新するとともに、空床情報を追加しました。
「健康ミニ講座」のコンテンツに
は健康に役立つ情報を公開してい
ます。

表紙の写真
『地域交流室に彩る』
花：持田 一恵
撮影：松浦 晃宏

ご意見箱設置しています

スタッフ募集
看護師 ( 正・准)
介護士 (デイケア・病棟)
パート ( 看護師)
詳細は面談の上
職員宿舎あり
病院内託児所あり
応募

大山リハビリテーション病院では、皆さまのご
意見を頂く一つの方法として、院内に7箇所のご
意見箱を設置しています。投函されたご意見につ
いて検討し、その回答を掲示、また頂いた方に直
接回答しております。
私たちは、 ご意見・苦情は病院の宝 と捉え、
それについて検討し、改善に向けて努力すること
で、より良いケアの提供につながっていくと考え
ております。
意見・苦情・希望・要望・感想、どんなことで
も結構ですので、皆さまの声をお聞かせください。
職員一同、皆さまに愛される病院を目指して努
力してまいりますので、皆さまのご協力をお願い
いたします。

ご 意 見 箱 設 置 場 所
外来待合室・デイケア室前
2階1,2病棟食堂前・5病棟入口
新館3階廊下・5病棟内・6病棟内

担当／渡瀬

電話連絡の上、
履歴書･資格証（写）ご持参で
お越し下さい。お問合せも、お気軽にどうぞ。

ご意見箱のほかに苦情相談窓口を設けて
おります。そちらもご利用下さい。
苦情受付担当者
地域連携室 野坂

若葉
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のレシピ
旬の
栄養科 管理栄養士

持

田

一

恵

きなこ棒

『作り方』

『材料』一人分
きな粉
合水あめ
すりごま
きな粉（打ち粉用）

5ｇ
7ｇ
1ｇ
少々

①ボールにきな粉、水あめ、するごまを入れ混ぜあわせる。
②ひとまとめにし棒状にする。打ち粉をつけ、つまようじ等にさす。
※ボールがない場合は、袋で混ぜ合わせる。その時は袋につきやすいので、
材料を袋に入れるときは袋上部につかないよう注意する。
※水あめがかたくなっている場合は湯せん等にかかえるとよい。
※すりごまはあれば黒ゴマを使用する。

簡単に作れ、ふだんはおやつとしておいしく頂けます。
また、災害時にはビニール袋の中で作り、つまようじをつけると衛生面でもＯＫ！
子供さんお年寄りの方へおすすめの一品です。 （公社）鳥取県栄養士会 災害対策事業部防災食レシピより

春になりました︒早い所で︑蕗の薹
が出ていたと聞きました︒
しかし︑﹁暑さ寒さも彼岸まで﹂と
言います︒また︑雪も降りました︒
﹁彼岸過ぎての小鳥雪﹂と言う言葉
も祖母に聞いたこともあります︒
寒暖の差がある日々が続きますが︑
風邪などひかないように︑管理したい
と思います︒
愛称
陽月

個人名・顔写真はご本人様に確認
の上、掲載しております。

感想やご意見等ございましたら︑広
報委員会までお聞かせください︒

ホームページ http://www.drh.or.jp

大山リハビリテーション病院
広報委員会
橋井 浩子
山下 高史
野口麻衣子
松本 健嗣
森山 直美
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