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 いつまでも健やかに・・・ 

        ‐‐私たちの願いです。 

第25号 高田病院広報誌 

 

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：微笑みを添えて、態度で示す 

低 賞 感 微 

医療法人 玉昌会 行動指針 

発行日:平成22年8月10日 
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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. 慢性期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。 

 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徔て、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）について納徔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】 
  患者様は納徔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。   



3 

 

熱中症とは 

 

熱失神  

皮膚血管の拡張によって血圧が低下し、脳血流が減尐しておこるもので、めまい、失神

などがみられる。 

顔面そう白となって、脈は速くて弱くなる。 

 

熱疲労  

脱水による症状で、脱力感、倦怠感、めまい、頭痛、吐き気などがみられる。 

 

涼しい場所に運び、衣服をゆるめて寝かせ、水分を補給。 

足を高くし、手足を末梢から中心部に向けてマッサージするのも効果的です。 

吐き気嘔吐などで水分補給ができないときには点滴を受けなければいけないので病院を

受診しましょう。 

 

熱けいれん  

大量に汗をかいたときに水だけしか補給しなかったため、血液の塩分濃度が低下して、

足、腕、腹部の筋肉に痛みをともなったけいれんがおこる。 

 

ポカリスウェットなどのスポーツ飲料を補給すると効果的です。 

 

熱射病  

体温の上昇によって中枢機能に異常をきたした状態。意識障害（反応が鈍い、言動がお

かしい、意識がない）がおこり、死亡率が高い。    

 

危険性が高い状態なため、応答が鈍い、言動がおかしいなど尐しでも異常がみられると

きには重症な場合が多い為、体を冷やし体温を下げるなどの処置を行いましょう。 

 

  

などの種類がある。 

 

熱中症予防のためには、こまめな水分補給や吸湿性や通気性の良い衣服の選択、 

直射日光には帽子を着用するなど円滑な体温調節を行う工夫が

必要です。 

 
参照 

日本体育協会 

 

  

記事担当：野元（看護師） 
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 帯状疱疹は、水ぼうそうと同じウイルス(水痘・帯状疱疹ウイルス)によって起こりま

す。ほとんどの人が子供のときに水ぼうそうにかかりますが、このウイルスは、水ぼうそ

うが治っても神経節の中に潜んでいます。その後疲れが溜まったり、体の抵抗力が落ちた

ときにウイルスが再び暴れ出し、赤い発疹や水ぶくれが神経に沿って帯状に現れ、帯状疱

疹として発症します。 

 

 

どんな症状？ 

 

神経に沿って体の片側に帯状に水ぶくれができ、痛みを伴います。 

一般に症状は、身体の左右どちらか一方に、チクチクするような痛みが起こることから始

まります。しばらくすると、皮膚にブツブツと赤い発疹ができ、小さな水ぶくれが広がっ

てきます。ウイルスは神経を伝わって広がるため、発疹や水ぶくれも神経に沿って帯状に

現れます。特に胸から背中、おなかなどによくみられます。そのほかにも顔や頭、手、足

にもみられますが、一度に2カ所以上の部位にできることはほとんどありません。やがて

水ぶくれは、かさぶたとなって治ります。 

 通常、痛みが起こり始めてからかさぶたが治るまで、約3週間～1カ月間かかります。 

 

 この間、帯状疱疹は強い痛みを伴うことが多いです。痛みは、始め刺すような鋭い痛み

ですが、次第に服がすれるようなわずかな刺激でもピリピリと痛みを感じるようになるこ

ともあります。 

ほとんどの場合、この痛みは皮膚症状が治るとともになくなります。しかし、ときにしつ

こい痛みが残ることがあり、これを帯状疱疹後神経痛といいます。20歳くらいまでの人

では、皮膚症状が治るころには痛みはなくなり、帯状疱疹後神経痛もほとんど残りませ

ん。 

 しかし、年齢が高くなるほど痛みが残りやすく、人によっては長い間にわたって痛みが

残ることもあります。 

 ときに治った痕(あと)が、目立ってしまうことがあります。特に顔に生じたときは専門

の医師に相談することが大切です。 

 

 

どんなときに起こる？ 

 

 原因となるウイルスは普段、神経節に潜伏して症状はありませんが、免疫力を低下させ

るような病気、疲労、外傷、老化あるいは体の免疫力を低下させるような薬の投不などに

よって体の抵抗力が落ちると、ウイルスが再び暴れ出し症状が現れます。体の抵抗力が非

常に低下しているときは帯状疱疹が再発することもあります。 
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記事担当：英（薬剤師） 

 

帯状疱疹は他人にうつる？ 

 

帯状疱疹が人にうつることは、ほとんどありません。 

しかし、水ぶくれの中には水ぼうそうの原因となるウイルスがいるので、        

水ぼうそうにかかったことのない人にはうつることがあります。            

この場合、帯状疱疹ではなく水ぼうそうの症状が出ます。 

帯状疱疹にかかったときには水ぶくれが治るまで、特に水ぼうそうにかかったことのない

子供の近くに寄ったり、直接触れたりしないほうがよいでしょう。 

 

 

 

帯状疱疹の治療 

 

皮膚の治療 

 

ウイルスの増殖を防ぎ、皮膚症状や痛みを抑える抗ウイルス薬を使用

します。抗ウイルス薬には、飲み薬や塗り薬、点滴などがあります。 

できるだけ早期から抗ウイルス薬を使うことによって、症状の悪化を

防ぎ、皮膚や神経のダメージを軽くすることが期待できます。 

 また、水ぶくれがつぶれ、細菌感染によって化膿した場合には医師の判断のもと抗生物

質を服用したり塗布したりします。 

 

痛みの治療 

 

帯状疱疹では強い痛みを伴うことが多く、この痛みをがまんしないことが大切です。痛

みが持続すると痛みを感じる部分の感受性が高まり、普通は痛みとして感じない程度の刺

激でも痛みを感じるようになり、痛みが治りにくくなることがあります。医師に自分の症

状を十分に説明し、消炎鎮痛剤の内服や、末梢神経痛に対する薬など症状に合わせた治療

を受けるようにしましょう。神経痛が強い場合は神経ブロックを行うこともあります。 

 

痛みや丌安のために眠れない場合には、それを取り除く薬を使用します。また、神経の

再生に必要なビタミン薬なども使います。眼のまわりに生じると結膜の炎症を生じること

もありますので、その場合は眼科医にみてもらう必要もあります。 

 
 

症状を悪化させないためには、早期の投薬が必要です。 

早めの専門医（皮膚科医）への受診をお勧めします。 

また、再発予防のため免疫力を高めることがもっとも重要です。 

日頃から十分な栄養・休養をとり、ストレスをためないようにしま

しょう！ 
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今回も前回（第24号）に引き続き『腰痛』について紹介したいと思います。 

 

今回は腰痛を予防する為の動作時の注意点をお話します。 

 

腰痛と姿勢の関係は深く、腰痛を予防していくカギは日常生活にあります。 

 

基本は、正しい身のこなし、つまり正しい姿勢と動作を日ごろの注意によって身につけ

ていくことにあります。 

 

＜正しい動作＞ 

○荷物を運ぶ時 

できるだけ、体に近付けて持ち運ぶ 

 ☆体から離して持ち上げると体が感じる荷物の重さは約11倍 

  になり、腰への負担も大きくなります。 

 

○買い物袋など 

片手で持つより、両手で持つ方が腰への負担は尐ないです。 

 

○高いところの荷物を取る時 

無理に体を後方へ伸ばしたりせず、急いでいる時も出来るだけ台を使う 

 

○家事について 

 ・台所：なるべく調理台に近づいて立つ。 

（長時間の場合は低い台を置いて片脚を乗せるとよい） 

 

 ・掃除機：前かがみにならないように。掃除機は細かく前後に   

  動かし、大きな動作はしないようにする。 

    ※雑巾がけよりは柄つきのモップを使うとよい。 

 

 ・アイロンがけ：足のついたアイロン台を使い、背筋を伸ばして作業する。 

 ☆腰への負担を減らすためには、長時間の同じ姿勢も禁物です。 

   

  ２０～３０分で立ち上がり、上手に気分転換をしていきましょう！ 

 

             

    尐しの工夫で腰への負担は軽くなるので、 

         皆さんも参考にしてみて下さい！！ 

記事担当：有馬（作業療法士） 
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記事担当：田實（臨床心理士） 

 

□ 気分が沈んで憂うつだ    □ 疲れがとれない 

□ よく眠れない        □ 心配ごとがある 

□ 食欲がない         □ やる気がでない 

□ イライラする         ・・・・・etc. 

          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  お電話にてお申し込み下さい 

         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） 

火曜日午前中は除く 

       面接時間 一人50分程度 

費  用   無料 

相談に来られ

た方のプライ

バシーは厳重

に守られます。安心

してお申し込みくだ

さい。 
※もし何かわからない

ことがございました

ら、お近 くのスタ ッ

フまでお声をおかけ

ください。 

 

～ 最近の心身の状態として、当てはまるものはございませんか？ ～ 

悩み事がある時、頑張りすぎてしまっている時など、普段の自分とは違っ

た状態になることもあります。そのような時の対処法の1つとして、ここ

ろの専門機関を訪れてみられてはいかがでしょうか？ 

 

当院2階心理相談室では、高田病院に通院・入院されている方々、またそ

のご家族を対象として、下記のようにご相談を承っております。お一人で

抱え込まれる前に、どうぞ、お気軽にご利用ください。 

 

 来て下さった方が安心してありのままの自分で話が出来る、 
    お帰りの際は来た時よりは尐しばかり、ほっとしている・・・ 
       そんな空間・時間をご提供できるよう心がけております。 
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昨今、地域医療の重要性が増す中、病診連携（病院と診療所）・病病連携（病院と病院）

だけでなく、医療と介護の連携作りも進みつつあります。このような動きに伴い、平成

22年4月の診療報酬改定にて『介護支援連携指導料』というものが新設されました。 

これは、「入院の原因となった疾患・障害や入院時に行った患者の心身の状況等の総合的

な評価の結果を踏まえ、退院後に介護ｻｰﾋﾞｽを導入することが適切であると考えられ、ま

た、導入を望んでいる患者が退院後により適切な介護ｻｰﾋﾞｽを受けられるよう、入院中か

ら居宅介護支援事業所等の介護支援専門員（ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ）と連携し、退院後のｹｱﾌﾟﾗﾝ作成に

つなげることを評価するもの」とあります。ﾎﾟｲﾝﾄとしましては．．．入院中から患者さ

ま、医療・介護スタッフにて情報共有を行うことで連携強化が出来、患者さまにとって丌

安なくｽﾑｰｽﾞに在宅生活へつなげることが出来る、ということにあると思います。 

以下へ『介護支援連携指導料』の流れをまとめましたので、ご参照下さい。 

入院前からｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを担当していた

介護支援専門員 
医師または医師の指示を受けた、看

護師・社会福祉士・薬剤師・理学療

法士・作業療法士・言語聴覚療法

士、その他、退院後に導入が望まし

い介護ｻｰﾋﾞｽから考え、適切な医療機

関職種 

退院後のｹｱﾌﾟﾗﾝ作成のため、患者が

選択した居宅介護支援事業所・介護

予防支援事業所または介護保険施設

等の介護支援専門員 

共同して 

《初回の指導》 

 介護ｻｰﾋﾞｽの利用の見込みがついた時点で、退院後の生活を見越し、地域で導入可能な 

 介護ｻｰﾋﾞｽや要介護認定の申請手続き等の情報について、患者や医療機関関係者と情報 

 共有を行う。 

  ※初回の指導内容としては．．． 

   ①退院後に想定されるｹｱﾌﾟﾗﾝの原案作成に資するような情報収集や退院後の外来診 

    察の見込み等を念頭に置いた指導を行います。 

   ②介護申請のことやどのようなｻｰﾋﾞｽが必要になるか等、下準備的なものについて 

    情報提供します。 

《2回目の指導》 

 実際の退院を前に、退院後に想定されるｹｱﾌﾟﾗﾝの原案作成に資するような情報収集や退 

 院後の外来診察の見込み等を念頭に置いた指導を行います。 

  ※方向性が決定している場合は、担当ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰに来院を依頼し、ｶﾝﾌｧﾚﾝｽへ参加して 

   頂きます。 
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入院時において、担当ソーシャルワーカーを配置して 

対応します。 

※入院時における今後の意向確認を必ず実施させて頂 

 き、確認事頄については主治医を始めとする医療従 

 事者で情報共有を行います 

皆さまの“困った”に対応！ 
 

療養生活における丌安（経済面・社会資源活用）、退院後の生活に対

する丌安への相談に対応させて頂きます。 

      月曜日～土曜日（ＡＭ８:00～ＰＭ５:00） 

      直接及び電話（226-4325）対応 
 

地域医療連携センター 中野・春田・久保・福井   

記事担当：久保（社会福祉士） 

「自宅で生活したいけど…」「在宅に戻った時にどんなサービスが利用出来るんだろ

う？」「在宅で困ったことが起きた時はどこに相談したら良いんだろう？」等．．．在

宅復帰を目指すにあたっても様々な丌安があると思います。医療ソーシャルワーカーは

その丌安が尐しでも軽減出来るよう、患者さま・御家族と医療従事者との連携を調整し

ていきます。 

 ※『介護支援連携指導料』は療養病棟へ入院中の患者さまのみ算定可能な診療報酬 

主治医からの退院指示もしくは患者さま・御家族から 

の退院希望が出た時点で、在宅復帰に向けた本格的な 

支援が開始となる 
 

★介護支援連携指導料 １回目 

[家屋調査] 

 看護師、理学療法士、作業療法士、介護支援専門員、 

 医療ソーシャルワーカー、福祉用具業者にて自宅を 

 訪問し、移動手段等の確認を行う 

[栄養指導] 

 管理栄養士による指導 

[服薬指導] 

 薬剤師による指導 

[退院カンファレンス] 

 医療従事者及び在宅復帰後に関わりを持つことにな 

 る、介護保険事業所にて患者さまが在宅で生活を営 

 むに当たっての注意点等を情報共有する 
 

★介護支援連携指導料 ２回目 
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記事担当：中山（在宅ｻｰﾋﾞｽ事業部） 

5月13日（木）に2009年度下半期在宅サービス事業所総括会議を開催致しました。鹿

児島地区・姶良地区総勢80名の在宅事業部職員と関係者が参加し、事業所ごとの目標

達成状況や自己評価、今後の課題点について聞き入りました。 

開設して3年目の鹿児島地区ハートフルケアでは各事業所から「質の向上」や「地域密

着の在り方」等について、2010年度さらに進化した取り組みを実践していきたいとい

う発表内容でした。 

各地域における認知症高齢者へ、充実した介護が提供できるように頑張ってまいります

ので、今後ともどうぞよろしくお願い致します。 

初心に戻り、法人の『理念』『行動指針』に基づい

た仕事をしていかないといけない！と改めて思いま

した。そして、今年度の目標達成に向けて行動計画

に職員全員で取り組み、一歩一歩、着実にやってい

こうと思います。 

        

         [ハートフルケア堀江 佐々木] 

半期に一度、総括会議を開催することで、準備や参

加をすることにより、各事業所の半年間の取り組み

を振り返ることが出来、反省・目標を立てることが

出来る。更には、他事業所の取り組みや動きを確認

することが出来るため、在宅ｻｰﾋﾞｽ部門全体のｽｷﾙｱｯ

ﾌﾟが図れたのではないかと思う。 

             

         [ハートフルケア常盤 本地川] 

玉昌会は在宅ｻｰﾋﾞｽ部門に力を入れていて、事業所の

種類も多種目に増えており、ﾊｰﾄﾌﾙｹｱ西伊敶も玉昌会

の一員として、利用者に喜ばれる事業所を目指し、

玉昌会の発展に努力していきたいとの思いを新たに

した。 

         [ハートフルケア西伊敶 大塚] 
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記事担当：中野 

5月にサンロイヤルホテルで新入職員歓迎会を開いて頂き

ました。高田理事長、萩原院長をはじめ、多くの方に温

かく声を掛けて頂き、凄く楽しい時間を過ごすことが出

来ました。          （作業療法士 猿渡） 
 

5月に盛大な新入職員歓迎会をして頂きました。新入職員

みんなで遅くまでダンスの練習をしたことで培った結束

力（ダンスの出来は別として．．．）を今後の業務に生

かしていきたいと思います。最後に、開催して頂いた会

長、理事長、病院関係者の方々にこの紙上にて感謝申し

上げます。          （理学療法士 平川） 

2010年度 高田病院に新たな勢力となる新入職員が入りました。 

入職して１カ月が経過し、まだまだ期待と丌安が渦巻く中で業務に当たっている新入職

員と先輩との交流を深める場として、また、高田病院の一員になった自覚を持って貰う

ため、新入職員歓迎会を開催しました。高田昌英会長・高田昌実理事長より祝辞を受

け、萩原隆二院長の乾杯の音頭とともに楽しい宴が始まりました。 

今年から、新入職員による余興を取り入れ．．．新入職員は業務終了後に練習を重ねた

結果を見せてくれました。いつもは緊張した面持ちの新入職員もこの時ばかりは白い歯

を見せ、思う存分、楽しんでいたように感じました。面白かったです！ 
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それぞれに感じるものや学ぶことがあったようで「参加して良かった」という意見が

100％の研修会となりました。 

自身の振り返りと期待される役割について、この研修を生かして頂けたらと思います。 

《受講者の声》 

●色々な部署・部門の方と話をすることが出来、また自分自  

 身を振り返ることが出来、本当に充実した1日半となりま 

 した。今後に生かせるように努めていきたいと思います。 

●ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸや発表・質疑応答で色々な人の意見を聞いた 

 り、中堅職員としての役割や報連相の重要性を再認識した  

 りすることが出来た。今後、中堅職員としての役割を果た 

 したい！ 

記事担当：中山（経営企画部企画課） 

     お誕生日会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 
 

1．開会の挨拶 

2．職員による歌 

  『うみ』『Happy Birthday to you』 

3．2010年度入職者による出し物 

4．職員による劇 

  『高田病院ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ 浦島太郎』 

5．患者さまお礼の言葉 

6．終わりの言葉 

４月、５月、６月のお誕生日の方々を対象に開催しました。 

今回のお誕生日会では「新入職者による出し物」があり、変装した職員の歌とダンスで

大変に盛り上がりました！！また、他の歌や劇も尐ない練習で何とか形になり、緊張し

ましたが、患者さまやご家族からたくさんの笑顔を頂きました。 

患者さまやご家族のみならず、職員も楽しんで会を進めることが出来、充実したお誕生

日会となりました♪ 

記事担当：春田 
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前年度までは各々の病院で『院内研究発表会』と題して開催し

ていましたが、2010年度より法人全体の取り組みとして『法

人学会』を開催することとなりました。 

各々の病院で実施している内容を情報交換・共有することで法

人全体での発展に繋がればというのが狙いです。 

 

第一部 
 

 ①血統ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｽｹｰﾙの導入  加治木温泉病院 小杉正生 
 

 ②高齢者の四肢の運動 ～私達介護士にできること～  

                高田病院 宮原景太 
 

 ③脳挫傷により注意・遂行行動・ 

   社会的行動障害を呈し、職場復帰を果たした一症例 

               加治木温泉病院 是枝晋也 
 

 ④当院通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを利用して、 

           心身機能向上へとつながった症例 

               高田病院 東中村翔 

第二部 
 

 ⑤当院における口腔ｹｱの導入について  

              加治木温泉病院 児玉直子 
 

 ⑥高齢者におけるｼﾞｺﾞｷｼﾝの血中濃度測定の必要性    

              高田病院 鳥飼加奈子 
 

 ⑦「慢性血液透析患者教育ｸﾘﾃｨｶﾙﾊﾟｽ作成ｼｰﾙ」 

                   の使用を試みて 

                              加治木温泉病院 堀口睦 
 

 ⑧看護計画基準作成に取り組んで ～教育委員の取り組み～ 

                            高田病院 松下智草 
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日々の業務を通して、患者さまのため・自分達の業務の発展

の為に試行錯誤している姿が目に浮かびました。これらのこ

とを継続して、より良いサービスを提供できるように職員一

丸となって精進していきましょう。 

また、今回の４演題は８月に開催される【日本慢性期医療学

会】での発表を控えています。残りわずかな期間で演題を充

実したものに仕上げ、本番に臨みましょう。 

法人学会終了後にサプライズの出来事が！ 
 

2009年度に法人及び両病院内において、他職

員の模範となる取り組みを実施した職員への表

彰式が執り行われました。 

2010年度もあるかな？と思いながら．．．会

場に居た職員は業務に当たる上でも新たな目標

ができたのでは？と思います。 

松下智草さん（看護師） 原口友子さん（言語聴覚士） 山内愛さん（作業療法士） 

同じ院内・法人でも同じ取り組みについても様々な手段があ

り、情報を共有することで発展出来る機会になったと思いま

す。また、一つ一つの症例を大切にしている姿勢を今後も継

続して欲しいです。 

『法人学会』って？と思いながら、参加をしまし

た。大きな会場に圧倒されながら会場入りして両

病院８演題の発表を聞きました。 

加治木温泉病院・職種の取り組みを聞くことで新

たな発見に繋がり、自分自身のスキルアップを図

ることが出来たような気がします。 

 

記事担当：中野 

記事担当：中野 
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ご意見箱は、１階受付前・公衆電話横と各病棟に設置してございます。 

患者さま・御家族より頂きましたご意見に対し、当院では毎月開催しております『サー

ビス向上委員会』にて検討し、改善策を導き出して対応させて頂いております。当院の

発展のため、皆さまからのご意見をお寄せ頂きますようお願い致します。 

貴重なご意見、ありがとうございます。 

         サービス向上委員会 

日・祝日の駐車場を開けるべきです。な

ぜなら患者の見舞いに来ているというこ

とは身内。私達はお客様ですよ。金を産

んでいるのですよ。もうちょっと人格を

かえなさい。人間改革しなさい。介護保

険もめいっぱい使うな。 

見舞いに来ました。外来は休みでし

た。で も、駐 車 場 に 入 れ て も ら え ず

100円ﾊﾟｰｷﾝｸﾞでした。もう尐し融通が

きいてもいいのにと思いました。せっ

かく知り合いを元気付けようと思い、

来たのに嫌な思いをしました。 

当院は市のほぼ中心部に位置している

為、当院以外の利用にも便利で、駐車

場の無料開放をしますとすぐに一杯に

なり、また長時間駐車も多くなり、当

院を利用したい方が利用出来ないとい

うことが過去に発生致しましたので、

現在の利用方法を取らせて頂いており

ます。 

現在、業者を交えまして新しい方法を

検討しております。御協力・御理解の

程、何卒宜しくお願い致します。 

記事担当：教育委員会 

  

 5月 手洗いについて                    参加率 92％ 

    実習生受け入れについて               参加率 89％  

 

 ６月 ヒューマンサービス職のストレス要因とその解消法   参加率 91％ 

    倫理について                    参加率 95％                         

 

 ７月 禁煙について                     

    小規模多機能施設について ～在宅ｻｰﾋﾞｽ事業部～    

毎回9割前後の職員が時間をみつけて、忙しいながらも意欲

的に勉強会に参加しております。 

職員全員の知識・技術の向上の為、今後も頑張っていきたい

と思います。 
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鹿児島女子高：7月5日～7月9日、甲東中学校：7月6日～7月8日の期間、当院で職場

体験学習をして頂きました。 

４病棟、通所リハビリ、ハートフルケア堀江（認知デイ）の中で、事前に生徒さんへ希

望部所（事業所）を伺った上での実習でしたが、実際に体験してみて、想像と違う場面

も多々あったのではないでしょうか・・・。 

日常業務をしながらの実習でしたので丌自由な思いをさせてしまう場面もあったかもし

れませんが、尐しでもこれからの将来設計に役立って頂けるとうれしいなと思います。 

鹿児島女子高等学校の生徒さんの感想の中

で「とても大変な仕事だが、患者さまの笑

顔や“ありがとう”という言葉に支えられ

ているのだと感じた」「実習で夢への思い

も強くなり進路実現へまた一歩近づくこと

が出来た」「今度、高田病院へ来るときに

は立派な介護福祉士になってみなさんを

びっくりさせたい」など、他にも多くの感

想を頂きました。 

高校2年生という時期は将来の目標を明確

化していく大切な時期だと思います。 

将来の夢に向かって頑張って下さい!!! 

記事担当：春田・福井 

体験学習初日は「緊張してなかなか患者

さまとお話が出来ない」と言っていた生

徒さんも、最終日には笑顔を絶やさず楽

しく接することが出来るようになってい

ただけたようです。 

また、「実際に職員の方と一緒に仕事を

してみて仕事をすることがどれだけ大変

かということを学びました」という感想

も頂きました。 

3日間という短い期間ではありました

が、今回の体験学習が生徒さん方の将来

の目標に繋がっていってくれれば嬉しく

思います。 
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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 代表 099-226-4325（内線 388/389） 

           直通 099-226-4361 

        AM 9：00 ～ PM 5：00 

            ※日曜・祝日は丌在となります。 

①氏名 ②部署 ③趣味・特技 ④自己PR 

①外園 良子 

②ハートフルケア堀江 介護士 

③料理 

④介護現場は初めての経験で、色々とご迷惑を

お掛けすることもありますが、資格取徔のため

に頑張るので、よろしくお願いします。 
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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、当院で十分納徔していただいて、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徔して 

  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：地域医療連携センター 
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【編集後記】 

 梅雨が明けた！と思った矢先、桜島の噴火での降灰。掃除に明け暮れて、潰れて 

 いく週末。悪循環な状況の中、子どもにせがまれ、何年かぶりに地元の夏祭りに 

 出掛けてみました。気分転換が出来るかな？と思ったのですが．．．子どもの世 

 話で祭りの雰囲気を味わう暇もなく．．．。気分転換の方法を教えて頂けません 

 か（^_^;）？ 

 皆さまにとっては素敵な夏となりますよう願っております。（編集委員：中野）                   
※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、本人または御家族 

 の同意を徔て掲載されております。 

※職員による手作りの為、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 ●泋尿器科 

●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取徔

 
診 療 

科目 

 

 

★「買い物リハビリ」 

 を実施しています。 

★昼食バイキングを定期的に開催し 

 ています。 
 

皆さまからご好評を頂いており随時行っ

ていく予定です。 

 ８ 月 ビアガーデン     （  6日  ） 

           高田病院夏祭り    （  7日   ） 

     日本慢性期医療学会   （24,25日） 
 

 ９ 月  階層別宿泊研修 
 

 10月 合同運動会 

      全日本病院学会         

                                         （10,11日） 


