
  

 

 いつまでも健やかに・・・ 

        ‐‐私たちの願いです。 

第28号 高田病院広報誌 

基本理念/基本方針/患者さまの権利宣言 

コミュニティーガーデンほりえ ご紹介 

看護部コラム 

リハビリ室コラム 

地域医療連携センターコラム 

ボランティア募集！ 

栄養室コラム 

心理相談室コラム 

通所リハビリコラム 

イベント 

院内勉強会・氷山の一角 

診療情報の提供及び開示につきまして 

セカンドオピニオンにつきまして 

個人情報保護方針 

行事予定/編集後記 

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 

発行日:平成23年7月1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。患者さまにおか

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】 
  患者さま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】 
  患者さま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】 
  患者さまは、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】 
  患者さま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】 

  患者さまは、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。   
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平成23年5月10日に「しあわせの杜・コミュニティガーデン ほりえ」

がオープン致しました。 

○１階 しあわせの杜 ケアレジデンス 風の街（デイサービス） 

○２階 しあわせの杜 ケアレジデンス 星の街（小規模多機能ホーム） 

○３～５階 しあわせの杜 ケアレジデンス ほりえ（有料老人ホーム） 

居室（各フロアー９室） 

○６階 リビング兼食堂  

 

の６階建ての在宅介護支援複合施設です。 

 

MAP 

所  在  地 /〒892-0824 鹿児島市掘江町6-3 

お問い合わせ先 /ケアレジデンス 風の街 TEL 099-248-8112（担当：大囿） 

          ケアレジデンス 星の街 TEL 099-248-8136（担当：佐々木） 

                        ケアレジデンス ほりえ TEL  099-248-8111（担当：大囿） 

         http://www.siawasenomori.com 
記事担当：大囿（風の街兼ほりえ 管理者） 
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（デイサービス） 

記事担当：大囿（風の街 管理者） 

◎風の街アピールポイント◎ 

お誕生会や外出行事・ボランティアを招いた催し等、定期的にイベントを予定して 

います。 

プライバシーに配慮し個浴を完備しています。 

高田病院リハビリの職員より指導を受け、スタッフが機能訓練をサポートします。 

そして、私たちスタッフ一同は 

＊一人一人に真心のこもった声かけ 

＊すべての出会いに感謝し、「ありがとう」の言葉を 

＊いつも明るく元気いっぱい、笑顔で！ 

＊あなたにあたたかい風が届きますように 

をいつも心に留めて、楽しく明るい場をつくり、今後とも頑張っていきたいと思い

ますのでよろしくお願い致します。 

平成２３年５月１０日コミュニティガーデンほりえ１階に「しあわせの杜・ケアレジ

デンス 風の街」がオープンいたしました。 

１日２０名のご利用者さまを年中無休でサポート致します。 

朝お迎え後、健康チェックをすませ、午前と午後に分かれて入浴・機能訓練・リラク

ゼーション・レクリエーションを行います。 

皆でおいしいお昼ご飯を食べて頂き、３時のお茶タイムを過ごされた後、お家までお

送りをし、充実した１日を過ごして頂きたいと思っております。 
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しあわせの杜・ケアレジデンス星の街は、コミュニティーガーデンほりえの２階部分に

あります。 

小規模多機能ホームのサービスは、通いを中心に泊りや訪問を組み合わせて利用できる

サービスです。１４名の職員がおり、送迎から、施設内でのケア、病院受診の付き添

い、訪問介護、泊りの対応まで、同じ事業所の職員で行っています。そのため、利用者

さまの混乱も尐なく安心して利用できます。 

また、ケアマネジャーもおり、ケアプランの作成からサービスの実施まで、１つの事業

所でできるというところも特徴です。また、サービスの急な変更にも対応が可能で、ご

家族にとっても利用しやすいといえます。 

ケアレジデンス ほりえ（有料老人ホーム）は１３名のスタッフで食事の提供及び日常

のお手伝い、夜間帯の見守りを行います。２４時間３６５日の安心・安全を保障し、入

居者様がここで生活できて良かったと思えるような居心地の良い空間作りに努め、精一

杯・真心を込めたサービスを提供させていただきたいと思います。そして何よりも入居

者さま、ご家族の皆さまとの出会いを大切にし、笑顔とあいさつが絶えることのないよ

う今後とも職員一同がんばっていきますのでよろしくお願い致します。 

（小規模多機能ホーム） 

（住宅型有料老人ホーム） 

記事担当：大囿（ほりえ 管理者） 

記事担当：佐々木（星の街 管理者） 
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★熱中症にならないために 

 

熱中症は、ちょっとした注意で防ぐことができます。 

普段から心がけて欲しいポイントを挙げてみたので試してみてください。 

 

【Point1】体調を整える 

睡眠丌足や風邪気味など、体調の悪い時は暑い日の外出や運動は避けましょう。 

 

【Point2】服装に注意 

通気性の良い洋服を着て、外出時にはきちんと帽子をかぶりましょう。 

 

【Point3】こまめに水分補給 

「のどが渇いた」と感じたときは、すでにかなりの水分丌足になっていることが多いもの

です。定期的に尐しずつ水分を補給しましょう。特に夏場は汗と一緒に塩分が失われるこ

とを考えると、スポーツドリンクなどを飲むのがおすすめです。 

 

【Point4】年齢も考慮に入れて 

体内の機能が発育中の子どもや、体力が衰え始めた高齢者は熱中症になりやすい。 

年齢を意識して、予防を心がけることも大切です。 

 

もしも熱中症になってしまったら・・・ 

熱中症かもしれない、と思ったらまず真っ先にしなければいけないことは。 

 

・涼しい日陰やクーラーの効いた室内などに移動する。 

・衣類をゆるめて休む 

・体を冷やす （氷や冷たい水でぬらしたタオルを手足にあてる。風を送って冷ます） 

・水分を補給する（スポーツドリンクなどを尐しずつ何回にも分けて補給しましょう。 

 

 

★熱中症は、回復してしまえば終わり、というものではありません。 

 熱中症になった後は、病院を受診して大事をとるとともに、 

 しばらくの間は体をいたわる生活をする必要があります。 

 くれぐれも「もう大丈夫」と、翌日からまた活発に活動する 

 のは避けましょう。 

記事担当：尾場瀬（看護師） 
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記事担当：工（作業療法士） 

嚥下体操      

高齢になると、飲み込む力や噛む力が弱くなります。  

脳卒中やさまざまな病気によっても飲み込みにくくなることがあり、 

むせや肺炎を起こしやすくなります。   

それを予防するために食事の前に体操をすることをおすすめします。 

鼻 か ら 

吸って  

ゆっくり 

口 か ら 

①深呼吸 

３～５回 

②首を回す 

左右に  

ゆっくり５回ずつ 

③首をゆっくりと左右に倒す 

左右に 

ゆっくり５回ずつ 

④肩の上げ下げ 

ゆっくり上げて 

ストンと下ろす 

５回程度 

⑤背伸びをしましょう 

⑥頬をふくらませ・引く 

５回程度 

５回程度 

 ⑦舌の左右の口角で触る、舌を出す・引く 

  ５回程度 

 ⑧大きく息を吸って、止め、３つ数えて吐く 

５回程度 

 ⑨パパパパ・ララララ・カカカカとゆっくり言う 

５回程度 

⑩深呼吸 

５回程度 

☆回数は調子に合せながら行いましょう。 
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平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災。 

東北の都市が地震や津波によって破壊されていく衝撃的な映像は皆様の記憶に新しいことか

と思います。被災から３ヶ月経った現在も復興に向けた取り組みが続けられております。 

 

鹿児島でも今後、大規模な災害が絶対に起こらないという保証はどこにもありません。 

鹿児島市ではどのような取り組みを行っているのかと調べてみた所、鹿児島市のホームペー

ジ上では様々な支援制度が紹介されておりました。 

＜防災緊急情報＞ 

災害時の避難勧告や避難指示の発令状況、避難所の開設情

報、道路通行止めや交通機関、水道、電気など、ライフライ

ンの障害・復旧情報等をリアルタイムでお知らせします。

 
 

＜鹿児島市防災マップ＞ 

かごしまiマップは平成２１年４月１日から稼働しています。避難所、震災時の退避場所を

調べることができます。携帯電話からもアクセスできますので、自分の地区の避難場所を確

認してみるのもよいかと思います。 

 

＜平成２３年の被災者支援制度＞ 

支援制度は右の表のように６つのグループに分かれており 

ます。詳細は鹿児島市のホームページ内のPDFファイル 

『自然災害等における 被災者支援制度一覧』に記載されて 

おりますので、ご参照下さい。 

 

今回は支援制度の中から、介護、医療の面からピックアップ 

してご紹介していきたいと思います。 
 
 

 

 

弔慰金・見舞金 １５種類 

税金 ６種類 

住宅 １種類 

貸付制度 ８種類 

教育 ２種類 

その他 ２７種類 
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記事担当：上坂元（社会福祉士） 

①国民健康保険料の減免 

これは、災害により、納税義務者が障害者となった場合に10分の９を減免する制度

です。ただし、災害発生後1年以内に納期の末日が訪れる税額が対象となります。 

お問い合わせ先（国民健康保険課賦課係） 
 

②市立幼稚園保育料の減免・被災等児童生徒に係る教科書給不 

市立幼稚園の園児の保護者を対象として、天災等により保育料を納付することが困

難であるとき、教育委員会が必要と認める額を減免します。又、市立の小・中学校

に在籍する児童生徒を対象に火災・風水害等の被災により消失した教科書を給付す

る制度もあります。お問い合わせ先（教育委員会 総務課財政係・学校教育課） 
 

③その他として、タオルケットや毛布を支給する『市災害見舞品』制度 

毛布、救急セット（歯ブラシ、石鹸等）見舞品セット（軍手、バスタオル等）タオ

ルケット、ブルーシートが支給される『日本赤十字社災害救援物資の配分』制度が

あります。また、災害救助法が適用された場合の支援制度として、建設対策本部が

対応する『応急住宅の給不』制度等があります。 

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：春田・上坂元） 

 

    【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。 
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連日まとわりつくような暑さが続いています。そんなときにぜひ食べたいのが夏を代表す

る果物スイカです。果肉の90％以上が水分であることから、汗をかいた後の水分補給や夏

の乾いた喉を潤すのに最適です。 

果汁には、水分の他にβカロテン（ビタミンＡ）やビタミンＢ6、リコピンなど多くの栄養

素が含まれています。中でもカリウムを豊富に含んでおり、食事で摂りすぎた余分なナト

リウムの排出を促し、利尿作用を高める効果があります。 

※カリウム制限のある方は注意が必要です。 

 

 

 

 

 

ウリ科の野菜には、一酸化窒素の生成に関不しているシトルリンというアミノ酸が含まれ

ており、特にスイカに多いことが知られています。一酸化窒素には血管を拡張し、血液の

流れを改善する効果が認められており、シトルリンをとることによって血流改善が促さ

れ、新陳代謝の向上、疲労回復、冷え症改善などが期待されています。さらには、肝臓内

でアンモニアを尿素に変換させる機能で重要な役割も担っており、万能のアミノ酸の１つ

と言えるのではないでしょうか。 

 

暑い夏の日にスイカで疲れた体を癒しましょう！ 

記事担当：洲崎（管理栄養士） 
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記事担当：田實（臨床心理士） 

暑い暑い・・・ それも一つのストレスです？！ 

“ストレス”ときくと、一番に心理的なものを想像されるかもしれません

が、ストレスを引き起こす要因には、他にもこういったものがあります。 

社 会 的 …職場、家庭、地域などの環境、人間関係など 

生物学的 …細菌やダニ、ウィルスなど 

物 理 的 …音、光、暑さ、寒さ、気圧など 

 化 学 的 …酒、たばこに含まれるアルコールやニコチンなど  

最近こんな症状はありませんか？ 

（症状には個人差があり、ここに紹介したものは、一部です） 

こころ …やる気が起きない/何をするにも億劫/些細なことでイライラする/ 

集中力がない/ぼうーっとして何にも関心が持てない/丌安感や後悔・ 

自責の念に苛まれる/丌平・丌満が多くなり、周りとぶつかる/感情 

の波が大きい/自信がない/自分は务っている、無用だと思う/周り 

から取り残されている/わけもなく緊張する 等 

からだ …疲れやすい・疲れがとれない/肩こり・腰痛/めまい・立ち眩み/よく 

     風邪をひく/食欲減退・過多/頭が重い・痛い/胃が痛い・吐き気が 

     する/下痢・便秘が続く/性機能障害・低下/月経丌順 等 

行 動 …寝つきが悪い/夜中や早朝に目が覚める/酒・たばこの量が増える/ 

落ち着かずうろうろしたりする/つまらないミスや怪我が増える 等 

 

そんなとき（医療機関を受診し、身体的異常のない場合）は？ 

しっかりからだを休め、生活のバランスを整えましょう 

それでも解消されないとき…専門の機関をご活用されてみられてはいかが  

でしょうか？“頑張りすぎない”、それも立派なストレス対策です 

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 

貹  用   無料 

 

 当院では、このよ

うにご相談を承って

おります。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。 

 上手にストレスと

付き合いながら、暑

い夏を乗り切りま

しょう！ 
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記事担当：新地（ケアワーカー）

介護給付・予防給付の方を対象にした、通所リハビリテーションと

なっています。医療との連携を図りながら、重度の方の受け入れも

させて頂いております。是非、御相談下さい。 

 

営業日：月曜～土曜、祝日 ９：２０～１５：３５ 

当院通所リハビリでの一日を一部ご紹介します 
 
１０：００～入浴 
      お身体を綺麗にして、湯船にゆっくりとお浸かり下さい。 
      スタッフがお背中を流します！ 
～リハビリ～ 
      要介護の方を対象に、各個人に合わせたリハビリテーションを行います。 
      要支援の方は午後の集団体操への参加を促し、自主訓練を中心に行っています。 

              
１２：００～昼食 
      味と栄養バランスを一人一人考えられた当院の食事をお召し上がり下さい。 

          
１３：００～集団体操 
      内容は椅子に掛けたまま行えるものを中心に、ストレッチや全身をくまなく 
      動かすようプログラムを組んでいます。 
      要支援の方を対象に始まった集団体操ですが、現在はほぼ全員参加されています。 
１４：００～集団レクリエーション 
      風船バレーや輪投げ、カラオケ（その他）等の催し物がございます。 

           
           

こちらで過ごされる一日を楽しく思って頂けるよう誠心誠意、努めます！ 
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《研修参加者の声》 

○報連相の大切さを改めて実感しました。今回、研修で学んだことを生かせるようにしたい。 

○中堅の役割というものが、初めて知ることが出来た。 

○他部門、職種が集まり様々な意見が聞けて自分の視点を変えることができた。 

○グループで色々な意見を出し合い、協議したりして良い発表ができて良かった。 

 加治木温泉病院の方と交流が持ててよかった。 

2010年度入職者・2011年度新入職者のつどいが、4月2日 

加音ホールで行われました。法人全体で約130名程度の入職

者・新入職者を迎えました。 

髙田昌実理事長よりご挨拶があり、新入職者へ激励のお言葉を

頂きました。新入職者の皆さんは、緊張した面持ちで一言一言

をしっかりと受け止めているようでした。 

その後、記念講話として「認知症緩和ケアとタクティールケ

ア」という演題で、認知症緩和ケアの講話がありました。 

オイルなどを使って患者さまに直接触れることで、違和感や緊

張感をなくし、コミュニケーションが取りやすくなったり、心

身がリラックスするという新しい緩和ケアを実際に拝見させて

いただきました。 

 記事担当：宮口（総務） 

4月2日 加音ホール 

５月20・21日  

ホテルウェルビューかごしま

 入職６年以上の職員と昇格者を対象に2011年度第一回

の階層別宿泊研修が行われました。コミュニケーション能

力「報・連・相」や中堅職員に求められる役割について学

びました。普段はなかなか意見を交換し合うことのできな

い姶良地区の職員とも交流ができ、いい刺激になったので

はないでしょうか。 

記事担当：宮口（総務） 
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記事担当：大迫（在宅サービス事業部） 

5月26日 サンロイヤルホテル 

 今年度は、コミュニティガーデンほりえが開設したこともあっ

て、72名とたくさんの方が入職されました。今回の新人歓迎会で

も、新入職者の方にダンスや歌、そして手品を披露していただき、

大変盛り上がりました。 

 これからも、新入職者も含め職員一同、よりよい医療・福祉を皆

さまに提供できるように尽力致しますので、温かく見守っていただ

ければと思います。 

在宅サービス事業部地域密着型サービス（認知症対応型通所介護：6事業所、通所介護：１事

業所、小規模多機能居宅介護：2事業所、グループホーム：2事業所、住宅型有料老人ホーム：

1事業所、訪問介護事業所：１事業所）の１３事業所の管理者が、平成22年10月～平成23年

3月までの下半期の実績、反省、今後の目標や取り組みについて発表されました。今回の参加

者は、６５名。各管理者の発表・報告に対し、鹿児島地区理事、姶良地区理事による、総評を

頂きました。 

5月27日 コミュニティーガーデンほりえ 

記事担当：松山（総務） 

今回は、最近オープン致しました、ケアレジデンスほりえ（住宅型

有料老人ホーム）、ケアレジデンス星の街（小規模多機能居宅介

護）、ケアレジデンス風の街（通所介護）の事業所紹介に加え、6月

２０日オープン予定のおはな別館（住宅型有料老人ホーム）の事業

所紹介も行われました。 

これからも、地域の皆さまが住み慣れた地域で、安心且つ安全に生

活していけるよう、地域に根差した切れ目のないサービスの提供を

行ってまいります。今後とも、ご指導、ご助言の程、宜しくお願い

致します。 

おはな別館 コミュニティーガーデンほりえ 
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研究発表会 
【前半の部】 

  ①経腸栄養・絶食患者さまの口腔ケアに関して 

    ～ナイトケアを導入し口腔環境の改善を目指して～ 

                         加治木温泉病院   東堂園 一矢 

  ②マニュアルの電子化を行って 

                         高田病院      松下 智草            

  ③小規模多機能型居宅介護の取り組み 

        ～認知症高齢者の事例を通して～ 

                         在宅サービス事業部 高地 竜太 

  ④職員に対するメンタルヘルス支援の取り組み 

                         加治木温泉病院   岩元 千扇 

6月18日 ホテルウェルビューかごしま 

研究発表会 
【後半の部】 

  ⑤初めてのケアプラン 

        ～統一したケアを目指して～ 

                         高田病院      岩崎 真悟 

  ⑥高吸収性被履保護材（モイスキンパッド）使用を試みて 

                         加治木温泉病院   萩原 米子 

  ⑦住宅型有料老人ホームにおけるマーケティング戦略・管理手法についての実践報告 

                         在宅サービス事業部 下水流 智和 

  ⑧透析患者の巧緻動作能力に関する研究 

                         高田病院      猿渡  淳 

 6月18日に第2回医療法人玉昌会 法人学会が開催されました。 

鹿児島地区・姶良地区の日頃の研修や研究の成果を法人全体の財産として知識の共有を行い、 

この学会を通して尐しでも医療・介護で地域へ貢献するという考えのもと、両地区全８演題の 

発表がありました。 

「普段携わることのない多職種での研究発表を聞くことができ、大変勉強になりました。」と

いう意見が多数聞かれ、新たな発見や自身のスキルアップを図る有意義な時間を過ごせたこと

と思います。また、法人の一員としての意識づけにつながるよい機会になったのではないで

しょうか。 
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4月・5月・6月のお誕生日の方を対象とした誕生会が6月23日に

開催されました。今回は鳳凰高校の看護実習生の皆さんも参加し

てくださいました。職員の歌・踊り・劇やボランティアの方たち

による演奏で皆さん楽しんでおられました。 

 

お誕生日おめでとうございます！ 

6月23日 通所リハビリ室 

★お誕生会プログラム★ 
  1.開会のあいさつ       

  2.院長先生のお言葉     

  3.職員による歌       

  4.実習生による歌・踊り   

  5.新入職員によるダンス  

  6.職員による劇  

  7.ボランティアの方たちによる歌・演奏 

  8.新人職員による劇 

  9.患者さま・お礼の言葉 

10.終わりの言葉 

記事担当：宮口（総務） 

記事担当：宮口（総務） 

理事長賞 

新本紀子さん 

（医療安全推進担当師長 

 兼務人工腎センター師長） 

高田病院 院長賞 

地域医療連携センター 

（山内副院長・三反田師長・ 

 中野副主任・久保MSW・ 

 春田MSW・上坂元MSW） 

加治木温泉病院 院長賞 

児玉直子さん 

（歯科衛生士） 

受賞者記念写真 

法人学会終了後に、２０10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。 

どの受賞者の方も法人及び両病院

に対して多大な貢献や功績を残し

ており、他の職員も新たな目標が

できたことと思います。 
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 3月  「個人情報について」         参加率 75％              

 

 4月  「防災について」           参加率 59.2％ 

      

      「なぜ、今災害対策なのか」      参加率 53％ 

 

   5月  「手洗いについて」          参加率 40.9％ 

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。 
記事担当：教育委員会 

お部屋の掃除をお願いします。

床、とても汚いです。 

病室の清掃は、専門スタッフ、

職員で実施しておりますが、行

き届いていないところがござい

ましたら、いつでもスタッフへ

お申し付け下さい。 

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 

乾燥機のことについて 

 

ちょっとした踏み台がほしい。

使用前にドラム奥の排気フィル

ターをその都度掃除するように

書いてありますが、奥なので届

かない。素人が毎回取り外すと

故障の原因になるので

は・・・・？ 

洗濯機干し場があり、とても助

かっています。 

ありがとうございます。 

排気フィルターの清掃は職員が

定期的に実施しておりますの

で、ご利用前に清掃する必要は

ございません。そのままご利用

ください。 

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。 
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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 

  貹で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】 
梅雨も明け、いよいよ夏本番ですね！ 

今回、広報誌の表紙は「アサガオ」です。アサガオの語源は、早朝に咲くことから「朝の顔」

という意味ではなく、早朝に開花し、昼にはしぼんでしまう特徴を、朝の美人の顔に喩えた

「朝の容花（かおばな）」の意味と言われているようです。 

この夏アサガオを育てようと思っている方は、「夜きちんと暗くなる場所」に置くことが数多

く花を咲かせるためのポイントのようです。     

                                 （編集委員：宮口） 
※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得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取得

 
診 療 

科目 

 

 

★買い物訓練 

★外出行事 

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。 

7月  合同夏祭り 

 

8月  高田病院夏祭り 

     サマーナイト納涼大会 

 

9月      階層別宿泊研修 

           誕生会 


