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 患者さまの意思と権利を尊重し、 

     「医療人としての感性（低賞感微）」 

          に満ちた医療・福祉活動を提供します 

１.  療養型病院としての豊かな「感性・知識」に基づいたヒュー マン・ 

  サービスの提供を、全職員で目指します。 

２.  地域との連携及び病診連携を図り、在宅復帰に向けたシームレス 

  でしかも一貫した高齢者医療や福祉を目指し、地域社会の幸福に 

  貢献します。 

３.  予防医学（健康診断・人間ドック）の充実を図り、生活習慣病の 

  予防・早期発見を目指し、地域社会の発展に貢献します。 

４.  職員の生活向上と幸福に寄不します。 

 低：すべてに謙虚な気持ちで接する 

 賞：お互いを思いやり、敬意をはらう 

 感：すべてに感謝する     

 微：微笑を添えて、態度で示す 

 すべての人は、人格を尊重され健康に生きる権利を有しています。患者様におかれまし

ては、健康を回復し、維持増進するために、医療スタッフの助言協力を得て、患者様の選

択のもとに、最善の医療を受ける事は人として基本的権利です。 
 

【平等で良質な医療を受ける権利】 
  患者様は本人の経済的社会的地位、年令、性別、疾患の種類などにかかわらず平等で良質な  

  医療を受ける権利が有ります。 

【選択の自由の権利】 
  患者様は担当医師および医療機関を選択し、または変更する権利があります。またいかなる 

  時でも他の医療機関の医師の意見（セカンドオピニオン）を求める権利があります。 

【知る権利】 
  患者様は、自らの状況（病名、病状、検査結果）について納得するまで充分に説明を受ける 

  権利があります。 

【自己決定権】 
  患者様は納得できるまで説明を受けたのち、医療スタッフの提案する医療行為を自分で選択 

  する、同意して受ける、あるいは拒否する権利があります。 

【個人情報の保護】 

  患者様は、全ての個人情報、プライバシーが守られる権利があります。   

低賞感微 



3 

 

2009年9月より、回復期リハビリテーション病棟（30床）を開設して約

5カ月が過ぎようとしています。 

長年、地域医療の【維持期を担う病院】として運営を行っていた私たちに

とって【回復を担う病院】としての機能を果たしていくことに丌安を感じ

ながらのスタートでした。患者さま・御家族に様々なことを教え

て頂きながら、自分たちなりの回復期リハビリテーション病棟を

創り上げていく為に日々、勉強中です。 

2009年９月～2010年1月 回復期リハビリテーション運営状況 
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医師を中心としたチーム医療で、患者さまのニーズに添った支援を今後も継

続していきたいと思います。また、関係機関との連携をスムーズに行い、地

域に役立つ医療機関を目指して取り組んでいきたいと思います。 

担当：中野（ソーシャルワーカー） 
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通勤や通学の途中で急におなかが痛くなり、トイレに駆け込むことはありませんか？ 

緊張したときに急におなかが痛くなる、下痢になる・・・。このような症状をくり返すよう

なら、それは「IBS」かもしれません。ストレス社会といわれる今、誰もがなりえる現代病

のひとつで、５～１０人に一人がこの「IBS」で悩んでいると推定されています。 

腸に原因となる異常がみつからないのに、慢性的に腹痛や下痢、便秘をくり返す病気を 

IBS（過敏性腸症候群） といいます。 

 

こんな経験ありませんか？ 

通勤・通学途中の電車でおなかが痛くなり、トイレに駆け込む 

通勤途中の車の中でおなかが痛くなる 

通学途中におなかが痛くなる 

試験前におなかが痛くなり、集中できない 

大事な会議の前、急におなかが痛くなる 

旅行中、急におなかが痛くなり、トイレを探す 

・・・ こんな経験がある人は「IBS」かもしれません。 

「IBS」の特徴：慢性的に腹部症状をともなう下痢や便秘をくり返す疾患 

｢IBS｣は、大腸がんや潰瘍性大腸炎などとは異なり、視覚的に確認できる異常が認められな

いにもかかわらず、下痢や便秘を慢性的にくり返す疾患です。卖純な下痢や便秘と大きく違

うのは、腹痛やおなかの張り、おなかがなんとなく気持ち悪い、おなかが鳴る、といった腹

部症状をともなうことです。また、排便によってその症状が軽減することも、｢IBS｣である

かどうかを見極める目安になります。その他に｢IBS｣によって、丌眠や抑うつなど消化器系

以外の症状を引き起こしてしまう人もいます。 

薬局コラム 
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「IBS」のタイプ （下痢型・便秘型・混合型） 

下痢型：腹痛をともなう下痢症状 

便秘型：腹部の痛みやおなかの張りをともなう便秘症状 

混合型：便秘型と下痢型をあわせもつ症状 

その他：上記のどれにも当てはまらない  頭痛やめまいなど消化器系以外の症状 

 

「IBS」の治療法 

まずは、腸の粘膜に潰瘍などがないかを、腹部Ｘ線検査or内視鏡検査or超音波検査or

血液生化学検査などを行い、確認をします。 

食事療法：どのタイプでも香辛料や刺激の強い食品は避けましょう。乳製品やアル

コールも下痢の原因になるので控えた方がいいでしょう。便秘をくり返し

ている場合は、水分や食物繊維を多く摂るよう心がけましょう。 

 

運動療法：適度な運動は腸の働きを整える効果のほか、気分転換・ストレス解消にも   

なります。体操や散歩などの軽い運動を生活に取り入れましょう。 

 

薬物療法：食事療法や運動療法で症状が改善しない場合、医師よる薬物療法 

セロトニン3受容体拮抗薬：ストレスの信号が伝わり易くなっており、ストレスによ

り腸が過剰に反応してしまう。この信号に深く関わっているセロトニンという神経伝

達物質の働きを抑え、腸の運動異常や痛みを感じやすい状態を改善する薬。男性下痢

型IBSの治療に用いられる新しいタイプの薬で、早期より症状の改善がみられます。 

高分子化合物：便の性状をよくし、便通を整える薬 

消化管運動調節薬：腸の運動を活発にしたり、抑えたり、正常な状態に近づける薬 

乳酸菌製剤：腸内の乳酸菌を増やすことで、腸内環境を整える薬 

下剤：便に水分を不えてやわらかくしたり、大腸の粘膜に刺激を不えたりして、便を

出しやすくする薬 

抗コリン薬：腸の異常な運動を抑え、腹痛を抑える薬。緑内障や前立腺肥大やおしっ

こが出にくいひとなど、この薬が適さない場合もあります。 

繊維製剤：食物繊維で便の水分バランスをコントロールする薬。便秘と下痢両方の症

状を緩和します。 

抗丌安薬：軽い丌安や緊張など、ストレスに有効な薬 

 

「IBS」の治療には、３食決まった時間に摂る、暴飲暴食を避ける、睡眠や休養を十

分にとる、ストレスを解消する、朝の排便を習慣づける、といったライフスタイルの

改善がかかせません。特にストレスは、「IBS」の原因とも考えられています。 

便秘と下痢をくり返す・・・その症状、体質ではなく病気かも！ 

悩んでいる方は、医療施設の受診をお勧めします。「IBS」は“治療可能”な疾患で

す。 

担当：英（薬剤師） 
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 リハビリ室コラム 
寒い日が続き、ついつい家にこもりがちな季節ですが、外出する機会の減尐は、 

運動丌足につながります。特に、高齢者の方々にとっての運動丌足は、転倒や、 

それに伴う骨折・寝たきりの生活へとつながってしまう原因になる事があります。 

今回は、家庭で出来る転倒予防体操をいくつか紹介します。 

簡卖なものばかりですので、皆さんもチャレンジしてみて下さい☆ 
 

★転倒予防体操★ 

①10秒片足立ち 

◆60歳以上の人は10秒、60歳以下の人は10秒以上頑張りましょう。 
 

 

 

②壁にまっすぐ立つ 

◆頭・背中・おしり・踵を壁につけて立ちます。 
 

 

 

③壁にまっすぐ立った姿勢で、両手を万歳します。 

◆手はまっすぐ伸ばして、できるだけ耳に手をつけるようにして上げます。 
 

 

 

④肘を直角に曲げて、手を上に上げます。 
 

 

 

⑤ふくらはぎの筋肉を鍛えます。 

◆つま先を外側に向けて、踵を10回あげる⇒つまさきを内側に向けて、 

   踵を10回上げる 
 

 

 

⑥壁から踵を10㎝ほど離して、つま先上げをします。 

◆つま先を外側に向けて、10回あげる⇒つま先を内側に向けて10回上げる 
 

 

 

⑦太ももの筋肉を鍛えます。 

◆テーブル等につかまり、膝を10～20回屈伸 
 

 

⑧内ももを鍛えます。 

◆両踵をつけて、ももの内側に力を入れます 

◆脚の内側をつけて、ももの内側に力をいれます。この時、つまさきは閉じて、 

   足をしっかりつけて行います 

 

担当：鶴田（作業療法士） 
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桃の花が咲く頃、日本には、子供の健やかな成長を願い雛人形を飾る風習が古くから受継がれ 

て来ました。食卓では、ちらし寿司、蛤の吸い物、白酒などの縁起を担いだ食事が出され、各

地では、桃の節句を祝う催し物が開催されます。桃の節句の代表的なお菓子といえば、ひな 

あられと菱餅で、それぞれの由来には諸説がありますが、いずれにせよ縁起の良い物とされて

います。オーブンを使って簡卖に作る事ができる、油を使わないひなあられもご紹介するので

是非残ったお餅で作ってみてください。 

 

ひな祭りのお菓子と言えば、もち米 

で出来たひなあられ。 

その色は、赤が生命、縁は木々、白は 

雪（大地）を表しており、それらを食

べることによって自然の恵みを受け、 

健やかに育つことが伝えられていま

す。 

 

 

 

 

ひなあられには、関西風と関東風があり、地域に

よってさまざまなひなあられがあります。 

 

関西風・・・餅を小さく切って揚げた醤油風味の  

      もの 

関東風・・・ポン菓子のような米粒 

 

 

材料 ； 餅 醤油 

 

作り方 

 

① 餅を５mm～１ｃｍ角に切ります。 

 

② １６０度のオーブンで１５～２０分餅 

  がくっつかないように並べ、カリカリ 

  になるまで焼きます。 

 

③ 焼きあがった餅に醤油をかけて手早く 

  からめます。 

  ※お好みで焼いた餅に 

  きなこや抹茶をまぶしても美味しいで 

  す。 

記事担当：洲﨑（管理栄養士） 

 

 

よもぎは昔から最も身近で簡卖に手に入る

薬草として食べられて来ました。近年で

は、美容やデトックス作用を期待したよも

ぎ蒸しや、ジャパニーズハーブとしてのリ

ラックス効果も注目されています。 

栄養面は、カルシウムや鉄分などのミネラ

ルや食物繊維を豊富に含み、煎じて飲んだ

り、よもぎ餅にして食べる事が多いと思い

ます。よもぎは、春最初に芽吹く植物のひ

とつです。旧暦３月３日頃（現在の４月） 

はやわらかく香りの強いよもぎを使った菱 

餅で春を感じる事が出来ます。 
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１)対象となる期間 

毎年、8月1日～翌年7月31日までの自己負担額が対象となります。支給申請は、翌年

8月1日から可能となります。 

 

２)高額医療・高額介護合算制度の限度額 

対象期間内の医療保険と介護保険の合計の自己負担額が下記の基準を超える場合に、そ

の超えた金額が支給されます。 

 ※期間中に支給された高額療養費と高額介護(予防)サービス費は自己負担額から除か   

      れます。入院時の食事負担や差額ベッド代等は含まれません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 ※平成20年4月～7月までの分は、平成20年8月～平成21年7月までの分と合算し  

  て（ ）内の限度額を適用する場合があります。 

医療費の負担と介護費の負担が両方ある事によって、家計の負担が重くなっている場合

に、その負担を軽減するため、平成20年4月から設けられた制度です。 

医療保険と介護保険によって、私たちは医療費や介護サービス費の一部を負担すれば、

医療や介護を受けることが出来ます。しかし、1回ごとの自己負担が軽くても、長期間

にわたって継続的に治療や介護サービスを受ける場合、家計の負担は軽くありません。 

これまでも、医療保険、介護保険それぞれについて月卖位で限度額を設けて自己負担を

軽くする制度（高額療養費制度など）がありましたが、平成20年4月から導入された

「高額医療・高額介護合算制度」は同じ世帯で医療と介護の両方を利用した場合に年卖

位で、さらに自己負担の軽減を図る制度です。 

地域医療連携センター コラム 

70歳～74歳の方 

① 高齢者受給者証の負担割合が「3割」となっている場合 67万円（89万円） 

② 一般（①③④以外の場合） 56万円（75万円） 

③ 被保険者が市町村民税非課税の場合 31万円（41万円） 

④ ③の内、世帯員全員の所得が一定以下の場合 19万円（25万円） 

70歳未満の方 

① 被保険者の標準報酬月額が53万円以上の場合 126万円（168万円） 

② ①③以外の場合 67万円（89万円） 

③ 被保険者が市町村民税非課税の場合 34万円（45万円） 
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３)申請から支給までの流れ 

 ①介護保険に申請：申請受付後「介護自己負担額証明書」 

          を申請者に交付します。 

 ②医療保険に申請：介護自己負担額証明書を添付して、 

          医療保険者へ申請します。 

 ③支給額が決定する：医療保険分と介護保険分の支給額 

           が算定されます。 

 ④医療保険・介護保険それぞれから支給を受ける。 

記 

対  象   高田病院に入院・通院されている 

       方々、またそのご家族 

場  所   心理相談室（高田病院2階） 

申込み方法  お電話もしくはスタッフまでお申  

       し込みください 

        外線 099-226-4325 

        内線 219 

相談時間   月曜日～金曜日 

       （午前9時～午後5時） 

火曜日午前中・金曜日午後は除く 

       面接時間 一人50分程度 

費  用   無料 

心理相談室では、患者さま、ご家族の皆さまからのご相談を承っておりま

す。悩み事を一人で抱え込まれる前に、どうかご来室下さい。詳細につきまし

ては下記を参照下さい。 

記事担当：田實（心理士） 

ご 丌 明 な 点 が あ り ま し た

ら、医 療 ソ ー シ ャ ル ワ ー

カーへお気軽にお尋ね下さ

い。       

担当：福井（社会福祉士） 

 当院では、すべてのスタッフの知識・技術向上のため、院内勉強会を実施し、知

識・技術の獲得に日々励んでおります。 

 

11月：『医療区分について』   担当：医事係、11/12・11/17実施 

    『インフルエンザ対策について』   

     講師：キョーリン製薬株式会社、11/26・12/1実施 

12月  :『院内研究発表会』 

    『クレーム対応について』  担当：リハビリ・通所 12/17・12/22実施 

 １月   :『治療食について』     担当：栄養室 1/15・1/19実施  
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一般演題プログラムとして、高田病院から3例発表がありました。 

・設備管理の充実をめざして               （施設用度係 下水流 忍） 

・人事考課制度とクリニカルラダーを活用した看護部教育計画書作成を試みて 

                            （看護師長 上別府 菜穂子） 

・重層とハッカ油を使用した口腔ケア～効果的な看護を実践するために～ 

                            （看護部 堂園 詠里） 

その他、数多くの特別講演・シンポジウム・ランチョンセミナーが行われ、参加した職員 

はそれぞれの職種ごとに他の病院の一般演題を聞き、たくさんの情報収集を行っていました。 

 

演題内容（前半） 

１．脳血管障害を呈する透析患者と脳血管障害を呈する非透析患者のＡＤＬ能力と意欲の比較 

                            （リハビリ室 鶴田 加那子） 

２．高齢者のスキンケアに取り組んで           （透析室 小屋野 友美） 

３．職員のメンタルヘルスに関する取り組み（１） 

     －メンタルヘルスアンケートの実施結果ー      （心理相談室 田實 紋） 

４．リハビリテーションを受けている透析患者と非透析患者における精神機能面の研究 

演題内容（後半） 

５．インシデント・アクシデント件数報告                       （リスクマネジメント部会 嶋田沙代乃） 

６．透析室の感染対策への取り組み                          （透析室 松下 智草） 

７．重層とハッカ油を使用した口腔ケア                        

       ～効果的な看護を実践するために～         （看護部 堂園 詠里） 

８．人事考課制度とクリニカルラダーを活用した看護部教育計画書作成を試みて 

                                          （看護部 上別府 菜穂子） 
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看護師・ケアワーカーの方で、入職後3年目の方々と10年以上の方々を対象に、仕事に対す

る考え方や看護観・介護観または、その仕事に就こうと思うきっかけになった出来事や働き

始めて今までで一番印象に残っている患者さまのお話など、それぞれの物の見方や捉え方で

話をされていました。人を相手にしている仕事ですので、楽しかった事やつらかった事もあ

ると思いますが、そんな中で日々悩み続けながら毎日仕事をしている事が分かった気がしま

した。                                                                                      （記事担当：原口） 

講演１ 

   地域リハビリテーション ～私たちの実践～ 

   講師 斎藤 正身 先生 （医療法人 真正会 霞が関单病院 理事長） 

講演２ 

   医業経営戦略を考える  ～人口動態と地域医療計画の視点から～ 

   講師 西元 晃 先生  （鹿児島銀行営業支援部 医業推進室アドバイザー） 

2009年度 玉昌会 定期公演会 『未来社会をあなたとともに』が、2010年1月16日（土） 

姶良町のアイルアイラで行われました。斎藤先生のご講演では、地域リハビリの今後の 

方向性や自法人での取り組み、行政への働き掛けなど幅広い視野から見たお話でした。 

西元先生のご講演では、来年に迫っている医療・介護の報酬改訂についてや今現在高齢者 

がいる地域ではなく、今後、高齢者が増えて来る地域での地域医療計画などの色々なお話 

がありました。                         （記事担当：原口） 
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10・11・12月生まれの方を対象とした誕生会が開催され

ました。職員の出し物の「さるカニ合戦」や合唱などがあ

り、利用者さまのたくさんの笑顔を拝見することができま

した。サンタの衣装も皆さんよく似合ってるようです。                   

                （記事担当：東中村） 

                             

毎年恒例の忘年会が今年も行われました。参加者も230名と大変にぎわいました。 

食事も大変美味しかった様子で、皆さま食事に夢中な場面も見受けられました。 

4月に入職された新人職員による余興やＭｓ高田、Ｍｒ高田コンテストも去年同様 

行われ盛り上がりましたし、各テーブルとても良い雰囲気でした。 

たくさんの部署が触れ合う機会があるという事は素晴らしい事ですね。 

                             （記事担当：原口） 

今年の餅つきも、例年どおり１階駐車場にて開催されました。尐し肌寒いような気

候でしたが、たくさんの方に来て頂きました。「そ～れ、よいしょ！」のかけ声で

リズムよくお餅が突かれ、モチモチとした美味しいお餅ができあがると、皆さん

とっても嬉しそうな表情をされていました。     （記事担当：森） 
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 新年会が今年も行われました。今年は姶良地区に在宅事業所が数か所たちあがる予定

ですので、理事長先生が今年度から来年度にかけての構想などをお話されていまし

た。 

新年を迎えて各部門、各部署ごとにいろいろな目標や思いがあるとは思いますが、院

長先生の掲げられたフレーズ「ボーダーレス・感性・連携・人材育成・自律性」を念

頭に置き今年も一年間みんなで力を合わせて頑張って行きましょう。             

                             （記事担当：原口） 

今年も通所リハビリテーションでクリスマス・家族会が開催されました。 

昼食バイキングやボランティアの方による琴の演奏、職員による催し物があり

利用者さま・御家族さま楽しいひと時を過ごして頂きました。 

                         （記事担当：東中村） 
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株式会社 JOYさまの御厚意により、アトリエ Meny の方々を講師にお

迎えして、入院患者さま・通所リハビリ利用者さまへ【栞への押し花】

体験を提供して頂きました。 

参加された患者さま・利用者さまは小

さく繊細な押し花を手先やピンセット

を使用して一心丌乱に取り組んでいま

した。 

自分の作った栞が完成すると、周りの

方と見せ合い楽しい時間を過ごされて

いました。 

H21.11.20（金）～H21.11.26（木） 

H22.1.20（水）～H22.1.22（金） 

病棟・通所リハビリ・認知症対応型通所介護事業所にて、12名の生徒さま

の受入を行いました。 

今までの職場体験学習は様々な介護現場を体験して頂きたく、限られた期

間で多くの場を体験して頂くスケジュールを立案していましたが、今回は

期間中１つの場での体験を行って頂くスケジュールへ変更しました。受入

を行っている側としても様々な思考を凝らしていき、意味のある職場体験

の場を提供していけたらと思っています。 

【中学の皆さまからの感想】 

私が職場体験学習で学んだ事は「働くこ

との大変さ」と「仕事に責任を持って取

り組むこと」です。病院はいろんな資格

を持った人達でやっているから成り立っ

ているんだということもわかりました。

この経験を忘れず、将来の夢に向かって

努力を続けていこうと思います。 

担当：中野（医療ソーシャルワーカー） 

担当：春田（社会福祉士） 
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1月10日に開催された『菜の花マラソン』に、今年は過去最高の約2万人のランナーが参加

し、高田病院からも多くのランナーが参加しました。。コースの途中には、ボランティアの

方々の振舞ってくれる豚汁やバナナ、地域の特産品等の楽しみや数多くの応援もあり、辛さだ

けでなく、参加することでしか味わえない体験があります。来年は皆さんも挑戦されてみませ

んか？きっと大きな達成感や感動が得られることと思います。 

記事担当：鶴田（作業療法士） 

当院では、鹿児島市社会福祉協議会ボランティアセンターへ登録を行い、 
 

    ①入院患者さまとの交流を深めて頂ける方 

    ②通所リハビリ利用者さまとの交流を深めて頂ける方 

    ③通所リハビリ職員の業務補佐をして頂ける方 

    ④院内託児所において子供の世話をして頂ける方 

    ⑤行事の催し物で演奏・演芸等を披露して頂ける方 
 

を常に募集しています。 

ボランティア受付窓口として、地域医療連携センターが設置されています

ので、お気軽にお問い合わせ下さい。（担当者：中野・春田） 
 

 【お問い合わせ】 

  高田病院 099-226-4325（内線 388/389） 

 

【参加したスタッフの感想】 

作業療法士の下高原さんは｢距離が長く、きつかったけ

れど、完走した後は達成感が得られた。また走りたい｣ 

理学療法士の山本さんは「疲れた、でも感無量です。」 
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【医療ソーシャルワーカー】私たちは他職

種との連携を図りながら、患者さまへの支

援・地域への働き掛けを行っている職種で

す。尐しでも当院を利用して下さる方々の

【チカラ】になれるよう、日々、努力して

いきたいと思います。 

チェリッシュキッズルームは、当院に勤務す

る職員のお子様をお預かりし、一人ひとりの

成長を促すと共に、職員が子育てをしなが

ら、仕事に専念できる環境を提供することを

目的としています。 

職場に託児所があるとありがたい、また、出

産を控えた職員、復帰する職員の関心も高い

です。 

７人の保育士が交代で勤務し、現在２２名の

子どもたちが、明るく衛生的な保育環境の

中、楽しく元気に過ごしています。 

 

【心理相談室】患者さまやご家族の皆さま

からご相談いただいたり、スタッフのメン

タルヘルスに関する活動に取り組んでおり

ます。尐しでも悩まれている方、丌安な思

いをされている方のお手伝いができますよ

う、身近な相談室を目指して参りたいと思

います。 
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 ２月 節分の豆まき 

 ３月 誕生会  

 ４月 木市見学 

     

「買い物リハビリ」というリハビリ

を実施しています。みなさまからご

好評をいただいており随時行ってい

く予定です。 

   ２月   合同スタッフ会議   

     
 

   ３月 誕生会 

     
 

   ４月 新入職者のつどい 

      花 見 

       
 

【通所リハビリテーション】 

私たち通所リハビリテーションは、作業療法士２

名、看護師１名、介護職員５名全力で取り組んで

います。要介護状態または、要支援状態にある利

用者さまに対して、心理的、社会的な特性を踏ま

えて、その有する能力を最大限に導きだしつつ、

在宅生活において自立した日常生活を営むことが

できるよう、機能訓練、日常生活訓練等を行って

います。これからも在宅で楽しく過ごせて頂ける

ように支援にしていきたいと思います。 

 

【リハビリ室】私たちリハビリテーション室 

では、理学療法士８名、作業療法士１２名、 

言語療法士３名、マッサージ師１名で、一団 

となって頑張っています。患者さまの身体機 

能の維持・向上と在宅復帰に向けて他部門と 

の連携を図りながら頑張って行きたいと思い 

ますので宜しくお願い致します。 

時間のある時は、２階のリハビリテーション 

室を見に来てください。 

（ 平成22年2月～平成22年4月 ） 
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当院では、患者さま・ご家族より診療情報の提供（診療内容の説

明）及び開示（カルテ開示）についてお申し出があった際は速やか

に対応させていただくシステムになっておりますが、提供・開示の

際に必要な条件書類等がございます。 

 

 ～診療情報の提供及び開示の条件・必要書類・申請方法～ 

     担当の窓口にて対応させて頂きます。 

     御遠慮なく病棟スタッフへお申し出ください。 

患者さま・ご家族が、当院で十分納得していただいて、患者さまが主

体的に治療を受けていただく為に、第三者である他医療機関の医師の

診療を受けることについては、それに応じさせていただいておりま

す。 

※セカンドオピニオンとは．．． 

  セカンドオピニオン＝第2の意見。主治医以外の医師の意見。 

  現在の主治医以外の診断や治療方針を聞くことで十分に納得 

  して患者さまご自身が主体的に治療を受けていただく為に実 

  施されています。 

  『セカンドオピニオン外来』が設置されている医療機関では 

  保険診療が認められ、5,000円で算定されますが、内容によ 

  っては自費で10,500円～20,000円支払う所もあります。 
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当院は、個人の権利・利益を保護するために、個人情報を適切に管理す

ることを社会的責務と考えます。 

個人情報保護に関する方針を以下のとおり定め、職員及び関係者に周知

徹底を図り、これまで以上に個人情報保護に努めます。 

 

１. 個人情報の収集・利用・提供 

  個人情報を保護・管理する体制を確立し、適切な個人情報の収集・  

  利用および提供に関する内部規則を定め、これを遵守します。 

２. 個人情報の安全対策 

  個人情報への丌正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび  

  漏洩などに関する万全の予防措置を講じます。 

  万一の問題発生時には速やかな是正対策を実施します。 

３. 個人情報の確認・訂正・利用停止 

  当該本人（患者さま）等からの内容の確認・訂正あるいは利用停止  

  を求められた場合には、別に定める内部規則により、調査の上、適 

  切に対応します。 

４. 個人情報に関する法令・規範の遵守 

  個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守します。 

５. 教育および継続的改善 

  個人情報保護体制を適切に維持するため、職員の教育・研修を徹底 

  し、内部規則を継続的に見直し、改善します。 

６. 診療情報の提供・開示 

  診療情報の提供・開示に関しては、別に定めます。 

７. 問い合わせ窓口 

  個人情報に関する問い合わせは、各部署責任者または以下の窓口を   

  ご利用ください。 

  個人情報保護相談窓口：地域医療連携室 
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【編集後記】 

皆さまこんにちは。今回広報誌の編集に初めて携わって広報誌を作

成する難しさを実感しました。雑誌の編集者などすごいことだなと

尊敬します。 

さて話は変わりますが大寒は過ぎたとはいえまだまだ寒い日が続く

と思いますので体調管理には気をつけてくださいね。また空気も乾

燥しているので火の取り扱いなど充分気をつけて下さい。 

                                                   

                             担当：東中村 
※なお、本掲載分の個人名・団体名につきましては、個人情報保護法に基づき、  

 本人またはご家族の同意を得て掲載されております。 

※スタッフによる手作りの為、誤字・脱字があるかもしれませんが、ご了承くだ   

 さい。 

日本医療機能評価機構認定病院とは．．． 

質の高い医療サービスの提供を支援する目的で、第三者として中立的な立場で病院機能を評価する

（財）日本医療機能評価機構に認定された病院です。 

医療法人 玉昌会 高田病院 
●内科（人工透析含む） ●消化器科 ●泌尿器科 

●リハビリテーション科 ●循環器科 ●皮膚科 

〒892－0824 鹿児島市堀江町５番１号 

TEL  099－226－4325 

FAX  099－222－8386 

URL  http://www.gyokushoukai.com 

日本医療機能評価機構認定病院 ISO9001取得

 
診 療 

科目 

 

 

節分とは？ 

節分とはもともと季節の変わり目で 

（立春、立夏、立秋、立冬）を指して

いました。特に立春が１年の初めと考

えられ次第に「節分」といえば春の 

節分を指すものとなりました。 

なぜ巻き寿司を食べるのか？ 

巻き寿司を使う理由は「福を巻き込

む」からで、また、まるごと食べるの

は「縁を切らないように包丁を入れな

い」とのことです。 


