
  

 

 いつまでも健やかに・・・ 

        ‐‐私たちの願いです。 

第30号 高田病院広報誌 
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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 
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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与します。 

 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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★冬は気温と湿度の低下で、肌にトラブルが出やすい季節です。 

11月～２月は皮脂の分泌量が最低になり、肌が最も乾燥します。 

気温の低下に伴って体温が下がると皮膚の表面や手足の末端部分は、体温を奪われな

いように血液の流れる量を制限します。 

その結果、皮膚に十分な栄養が行き届かず、肌細胞の新陳代謝が落ちるのです。 

新陳代謝の低下、血行不良が原因となり、肌が乾燥しトラブルを起こすのです。 

 

★彡 乾燥肌とは  

 肌の水分が失われ、乾燥してカサカサになった状態。 

 ときにかゆみを伴い白い粉を吹いたようになることもある。 

 放っておくと、ひび割れやあかぎれなど深刻な症状に進むこともある。 

 

★彡 乾燥肌の予防 

 洗顔、入浴後は保湿力のありクリームなどを使う。 

 暖房を使用する際は湿度を上げる工夫をする。 

 加湿器の使用や部屋に洗濯物を干したり、お湯を沸かしたりして乾燥を防ぐ。 

 入浴では熱いお湯で長い時間入るのは避け、タオルでのこすり過ぎに注意する。 

 体の内側からの乾燥予防として、栄養バランスのとれた食事も大切。 

 ミネラルやビタミンを多く含むものをとり、肌に吸収させる。 

 十分な睡眠も乾燥肌予防になる。 

 

★冬の場合、一度傷んでしまった肌の回復には、 

長い時間がかかります。肌の調子に十分注意を 

払いつつ、保湿と保護に努めましょう。 

記事担当：工藤（看護師） 



4 

 

 

 
 

マイコプラズマ肺炎は、「Mycoplasma pneumoniae」 

という細胞壁を欠いた細菌によって起こる肺炎です。 

 

マイコプラズマ肺炎の症状 

主な症状は、咳です。乾性～湿性の咳が頑固にしかも長期 

にわたって続き、発作性のように夜間や早朝に強くなる特徴があります。 

発熱、痰、のどの痛み、鼻症状、胸痛、頭痛などもみられますが、肺炎にしては元気

で一般状態も悪くなく、そのため診断が遅れることがあります。 

 

マイコプラズマ肺炎の感染・潜伏期間 

マイコプラズマ肺炎は、 

飛沫感染などによる濃厚感染であり、学校、幼稚園、保育所、家庭などの比較的閉鎖

的な環境で、地域的に流行します。従来、わが国では、４年ごとのオリンピックの開

催年に一致してほぼ規則的な流行を認めていたため、「オリンピック病」と呼ばれて

いましたが、最近ではこの傾向は崩れて毎年地域的に小流行を繰り返すようになって

きました。季節的には初秋から冬に多発する傾向がみられます。 

好発年齢は、幼児から学童、とくに5～12歳に多くみられます。４歳以下の乳幼児に

感染した場合は風邪程度で済みますが、学童期頃になると肺炎を起こします。同じよ

うに大人が感染した場合も肺炎になります。 

感染から発症までの潜伏期間は2～3週間ぐらいです。 

診断 

周辺地域での流行状況と好発年齢を参考にします。 

頑固に続く咳にも注意が必要です。 

胸部X線では、均等で淡いび漫性陰影が特徴といわれて 

い ま す が、気 管 支 肺 炎 や 間 質 性 肺 炎 像 の パ タ ー ン も 少 な く あ り ま せ ん。 

咽頭拭い液を培養して肺炎マイコプラズマを検出すれば、診断は確実となりますが、

結果を得るまでに通常1～４週間を要します。血液検査が開発されていますが、それ

相応の技術と設備が必要となります。鑑別診断が必要な疾患は、クラミジア肺炎、オ

ウム病、肺結核などです 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=1208324l8/EXP=1325090358;_ylt=A3JuNH229PlOF2IBHZ.U3uV7/*-http%3A/kids.wanpug.com/illust/illust1274.png
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マイコプラズマ肺炎の治療 

 一般に自然治癒傾向の強い疾患ですが、適切な抗生剤の投与で、発

熱、咳、胸部病変などの持続期間を短縮できます。 

肺炎マイコプラズマは細胞壁をもたないので、細胞壁合成阻害剤であ

るペニシリン系やセファロスポリン系の抗生剤は効果がありません。 

マクロライド系、テトラサイクリン系抗生剤、ニューキノロン系の抗菌薬が処方され

ます。 

 小児では、副作用のことも考慮してマクロライド系抗生剤が第1選択薬です。小児

では、合併する細菌性肺炎のため、ペニシリン系抗生剤の併用をすることもありま

す。テトラサイクリン系抗生剤は、8歳以下の子供に、2週間以上長く使用すると、

歯が黄色になったり、骨の発達に影響を受けるといわれてます。ニューキノロン系抗

生剤も、関節への影響から子供にあまり使用されません。副作用に注意して抗生剤を

使う必要があります。 

重症の肺炎や胸水貯留を伴った胸膜炎や脳炎、髄膜炎などの患者さんの場合は、入院

の上、抗生剤の点滴・静脈内注射が必要です。 

最近問題になっているのが、このマクロライド系抗生剤が効かないマイコプラズマ肺

炎が増えていることです。2000年頃は15％程度でしたが、2006年では30％に

なっています。 

抗菌薬の選択には注意が必要です。 

抗生物質を使ってもすぐに完治するわけではないので、数週間にわたって体内に潜伏

し、他の人に感染します。学校や仕事は、主治医の判断に従ってください。 

咳や鼻水・鼻づまりがひどいときには、咳や鼻水を抑える薬や鼻づまりを抑える薬を

使います。 

予防 

マイコプラズマ肺炎は抗生剤で治りますが、予防が重要です。 

特に流行している時期には、人混みを避けて、 

十分な睡眠と栄養・うがい・手洗いをしましょう。 

マスク着用も効果的です。 

また、一度罹っても一生免疫力がつくわけでなく、何度も感染することがあります。 

記事担当：英（薬剤師） 
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 必ず痛くない範囲で動かしましょう。入浴後などの時間を使って温めてから、できる範囲

で徐々に大きく動かして行くことが大事です。体操は、五十肩・透析肩の比較的痛みの少な

い時期に、痛みを悪化させない程度に行いましょう。痛みが強い場合やけん板断裂がある場

合は、体操を控えてください。手術後は、体操を行う前に担当医と相談しましょう。 

 運動は五十肩の予防等に効果的ですが、やりすぎるとかえって肩を傷めます。 

ふだん肩をあまり使わない人や、五十肩の慢性期や回復期の人は、無理をしないように気を

つけましょう。 

 

【肩関節のリハビリ・運動の１例 （ひじまる体操）】 

ポイントは襟首をつかむところにあります。襟首をつかんで腕を回すと、ひじが頭の高さ

まで上がって大きく円を描けるのです。 

●襟首をつかんだままで、肩を中心にして円を描くように肘（ひじ）を大きく回します。 

 
 ●ゆっくりでいいので、グルグル回してください。逆方向にも回してください。 

 はじめは小さく、だんだん大きく回していきます。 

 
 両肩をバランス良く動かします。はじめは、肩甲骨がゴリゴリと音がする感じがします

が、継続していくと なめらかに動くようになります。 

ひじまる運動を行った後、肩関節や肩甲骨周辺がポカポカした温かさを感じられます。 

 大きく回せるようになったら、からだ全体で動かします。（数字の８を描くように） 

腰や背骨など、からだ全体を動かすことによって、五十肩の予防・治療の他に、腰痛の予防

にも効果があります。 

記事担当：荻（作業療法士） 
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みかんには温州みかん、ぽんかん、たんかん、いよかん、ぼんたん等様々な種類が 

あり、大きさや味もそれぞれ異なります。 

今回は温州みかんを取り上げて、注目したい栄養成分についてご紹介します。 

ビタミンCは果物全般に多く含まれています。期待される効果として、コラーゲンの 

生成を促し、しわ予防やメラニン生成抑制によるしみ予防の作用があります。 

さらに、免疫力の向上やコレステロールの蓄積を防ぐ効果もあります。 

みかんの天然色素成分で抗酸化力が強く、美容やがん予防に効果的な成分として知ら 

れています。その効力はβ-カロテンの5倍もあります。 

みかんが体に良いからといって食べ過ぎるのは考えものです。摂り過ぎると肌が黄色 

味を帯びてくる「柑皮症」になることもあります。これはみかんの色素が関与してお 

り、特に問題はありませんが、みかんの食べ過ぎで糖分過多になることがあります。 

カリウムやエネルギーの食事制限がない場合は1日2個ぐらいを目安に摂るようにし 

てください。 

温州みかんだけに含まれ、他の果物にはない風邪に有効な成分です。気管支の筋を 

ゆるめる作用があるので、のどに関係した風邪に効果があります。 

ヘスペリジンとはみかん由来のポリフェノールの一種です。 

効果として知られているのが、毛細血管強化、血圧上昇抑制、中性脂肪 

の分解、発がん抑制作用です。みかんの実の部分よりもスジや袋に多く 

含まれているため、スジや袋は実と一緒に食べた方がヘスペリジンをし 

っかり摂ることができます。 

記事担当：洲崎（管理栄養士） 
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新年、あけましておめでとうございます。 

医療法人玉昌会 高田病院におきましては、平成20年９月１日より 

仕事と子育ての両立支援・かごしま子育て応援企業として登録をしております。 

今回はこれから子育てをお考えの方へ向けて鹿児島市が施行している『乳幼児医療費助

成制度』をご紹介していきたいと思います。  

◇母子健康手帳の交付 

出産を経験された方は御存知かと思われますが、医療機関での検査の結果、 

御懐妊――とのお話しがあってからがスタートになります。最寄の保健センターにて妊

娠の届出をすれば、母子健康手帳が交付されます。 

※鹿児島市では妊娠初期からアドバイスを行えるよう、妊娠11週までの妊娠届出を推

奨されています。 

◇妊産婦・乳幼児に対する事業 

妊産婦、乳幼児に対して鹿児島市が行っている事業としては、 

妊婦の健康診査・乳幼児の健康診査等・出産と育児についての健康教室・新生児、妊産

婦の訪問指導・こんにちは赤ちゃん事業・育児相談・ママのほっとスペース・すくすく

親子教室・発達相談会・親子ひだまり発達相談（予約制） 

乳幼児相談窓口・産後ケア事業…等があります。（詳細はお問い合わせ下さい）  

多くの制度がありますが今回はテーマに掲げた制度に絞ってご紹介いたします。 
 

☆乳幼児に対する医療費（乳幼児医療費助成制度） 

＜目的＞ 

乳幼児の健康と健やかな育成を図るため、乳幼児の保険診療による 

医療費の一部を助成しています。 

＜対象者＞ 

乳幼児医療費助成制度の対象となるのは、次の条件がすべてそろっている乳幼児の保護

者となります。 

・鹿児島市内に住所のある小学校就学前 

（6歳に達する日以後の最初の3月31日）までの乳幼児が対象です。 

※6歳に達する日とは6歳の誕生日の前日です。 

・健康保険加入者 

・生活保護等、他の医療扶助を受けていない方 ※特に所得制限はありません。 

 

◇母子医療費の助成制度 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=11o1j6n9s/EXP=1323491720;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUkxFNUdCLVYySjlsV1FtVjEwM2RMUUxBLVZidWtBNy1VT2pKQVJteGM2NGdNX1QwMXdBVm5jcHJvBHADNDRHQzQ0R0w0NEdoNDRLRDQ0S1RJT09DcE9PRHFlT0N1ZU9EaUEtLQRwb3MDOTEEc2VjA3NodwRzbG
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12ihrb0se/EXP=1323765133;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjU0d5NjVEd1ZoMmdGZ2RnR012OExCTWxqTnlJUlNrNS1YWjliZk9pUXMwajF5UzhNRnZpV3NqRXFZBHADNWFhSzVhbW1JT09DcE9PRHFlT0N1ZU9EaUEtLQRwb3MDMTQEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-/*-http%3A
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12ckh54o0/EXP=1323490473;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVDM3MjVvelRHMHFpYUZPdU0zODJBRzhUZV85S2ZSaF9HZjJPdDR0UkVZNmtnZUxhUlgxRjdMMUEEcAM0NEdDNDRHTDQ0R2g0NEtENDRLVDQ0Q0E0NEtrNDRPcDQ0SzU0NE9JBHBvcwMyNQRzZWMDc2h3BHNsaw
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＜助成額＞ 

・0～3歳未満までは全額助成されます。 

・3歳～小学校就学前の幼児については、保険診療による一部負担金の額 

（2か所以上の医療機関等で診療等を受けた場合はその月の合計額） 

から1ヶ月につき2千円を控除した額を助成します。 

※ただし、市町村民税非課税世帯については、2千円の控除はありません。 

＜支給日について＞ 

・県内の医療機関等で「乳幼児医療費助成金受給者証」を提示した場合 

最短で診療月の翌々月の20日振込みになります。 

（20日が閉庁日の場合はその前の平日に振込） 

・市役所窓口に、助成金支給申請書（領収書添付）を提出した場合 

提出した月の翌月の20日振込みになります。 

（20日が閉庁日の場合はその前の平日に振込）なお、原則として、当月診療分の申

請書は、お預かり出来ません。 

※助成金の請求期限は、診療の翌月から起算して1年以内となっています。 

＜申請時に必要なもの＞ 

・健康保険証  対象乳幼児の名前が記載されているもの 

（コピーや資格証明書でも可） 

・印鑑     認め印でも可 

・預貯金通帳等・保護者名義の普通預貯金の通帳（キャッシュカードでも可） 

※健康保険証、預貯金通帳が無い場合でも仮受付が出来ます。 

 

＜請求方法＞ 

県内の医療機関等の場合。 

・医療費のお支払いをして、受給者証の提示をすればOKです。 

（但し、医療機関等によっては、乳幼児医療費自己負担額明細個票の提出が必要な場

合もあるそうです。） 

県外の医療機関等の場合。 

・医療費のお支払いをして市の窓口に領収書添付の支給申請書を提出します。 

（支給申請書は鹿児島市のホームページからダウンロードできます。） 

 

ちなみに、こちらの制度は各自治体で内容が異なりますので、他の都道府県や市区町

村の同制度を見比べてみるのもどうでしょうか？ 

（例として――東京都では医療費助成を小学６年生まで行っています） 

 

 

記事担当：上坂元（医療ソーシャルワーカー） 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12tcc4qm2/EXP=1323765726;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUWpUT2VZSE03SVNKczVhRm8zak0tZDdyVVdEb2V0WmFnSzRKTlc2SGxIc0JmenhGRVA2ZmczWDJzBHADNVkydzZaR1I0NENBNDRLazQ0T3A0NEs1NDRPSQRwb3MDNjgEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-/*-http%3A
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=13nqfm00a/EXP=1323765773;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjU29GVklGRjRSRE9RSFdRamxILUdnOU5lUEJvVTFNUm9GajBYcGJtMlBfMW5iRWo3TDFZeEkyT0EEcAM2WUNhNWJpeklPT0NwT09EcWVPQ3VlT0RpQS0tBHBvcwMyBHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp/*-http%3A/img
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=13nkd0u85/EXP=1323765833;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjU0lJb25mcnV2dXFXN0hESFc2SlZqa0pVRU1FNlpxTHdhUllUR2x0ZFdpSHVnWWNJa0hpbS1VZ3cEcAM1TC5kNlptNjZLaThJT09DcE9PRHFlT0N1ZU9EaUEtLQRwb3MDMQRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--/*-htt
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記事担当：田實（臨床心理士） 

  高田病院心理相談室でも、患者さま・ご家族さまを対象として、ご

相談を承っております。どうぞお気軽にご活用下さい。 

ご相談は、月曜日から金曜日（9時から17時）、高田病院2階心理

相談室にて承っており、お電話でのご予約をお願いしております。 

（外線：099-226-4325、内線：219） 

 ※何かご不明な点等ございましたら、お近くのスタッフまで 

  お声掛け下さい。 

     “ぐっすり”眠っていらっしゃいますか？ 
 

心理相談に来られた方に、「眠れていますか？」と伺うことがあります。そのとき

「はい眠れています」と答えられる方も、よくよく伺うと、そうではないことも少なく

ありません。夜10時に床に入り、朝6時に起きたからといって、必ずしも“眠れてい

る”というわけでは・・・ないようです。 

 

みなさまの睡眠の状態はいかがでしょうか？当てはまるものはありませんか？ 

  □ 「寝つきが悪くなかなか眠れない。寝つきに 

  30分から1時間以上かかる」 

□ 「朝起きるまでに何度も目が覚める」 

□ 「朝早く目覚めてしまい、再度眠ることができない」 

□ 「十分に睡眠時間はとっているが、眠りが浅く、 

よく眠った感じがしない」 

  □ 「寝ても寝ても寝たりない」 

 

睡眠トラブルは、日常生活にもさまざまな影響がでて、放っておくとさらにそれらを

悪化させる恐れがあります。（※紹介したものは一部であり、個人差があります。） 

身体面：体力が低下する、自律神経やホルモンのバランスが崩れ免疫力が低 

下する 等 

精神面：落ち着きが無くなる、怒りっぽくなる、不安が高まる 等 

 行動面：注意力・判断力が低下する（➔ミスが増えたり、作業時間が増す） 

    人と接することが煩わしくなる  等 

  

 睡眠トラブルの要因は、身体的要因・生物学的要因（温度・湿度・騒音等）・心理

的要因（ストレス等）・精神医学的要因・薬理学的要因（カフェイン・アルコール・

たばこ等）と様々で、睡眠トラブルが続くと、多岐にわたり大きな影響が生じ、事故

等おこしやすくなる可能性も指摘されています。したがって、睡眠トラブルが続くよ

うな場合は、一度専門の機関（内科や精神科、心療内科等）へご相談されてみられて

はいかがでしょうか。 

 

状

態 

 

影

響
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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 

当院の通所リハビリでは屋外でのレクリエーションを実施しています。 

昼食を済ませた後で参加を希望された利用者の方々と一緒に、季節に合わせた 

イベントを見学に行っています。 

                     

○水族館                     

9月に行われており、イルカのショーや水槽いっぱいの魚達を見学します。 

          
 こちらの写真の時は4匹のイルカが      円柱型の水槽にいわしの大群。 

ショーを見せてくれました。  
 

○木市 

 １１月に行われており、各地から運ばれ販売されている松や果樹などの植木、花を 

見学します。 

          
 数十万もする植木。        花の種類や植え方を教えてくださいました。 

 どんな人が買うのか？  

 

※目的地までの移動は送迎用の車を使用します。 

※見学の途中や帰り際に、水分補給・トイレ休憩を挟みます。 

※利用日に合わせ、週に数回分けて行われます。 
 

通所リハビリでの活動はほぼ屋内ですが、利用なされた際には是非こちらの 

レクリエーションにもご参加下さい。良い気分転換になると思います。 

記事担当：新地（介護職） 
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１０月１６日に第３８回 晶貴会・玉昌会による合同運動会が高井田保育園で行わ

れました。よい天気の中、園児や施設の利用者さまと一緒に運動会を楽しむことが

できました。スポーツの秋を満喫できたすばらしい一日となりました！ 

記事担当：松山（総務） 

１１月１０日に在宅サービス事業部の平成２３年４月～９月までの上半期の総括会

議を開催しました。鹿児島地区の各事業所の管理者による事業所の実績報告を行

い、鹿児島地区理事による総評を頂きました。また地域包括ケア体制に向けての講

話もしていただき、大変勉強になりました。 

11月10日 通所リハビリ室 

10月16日 高井田保育園 

当法人は、毎年２回、法人全体の管理職が集まり合同スタッフ会議を開催しており

ます。２０１１年度第１回合同スタッフ会議では、理事長、高田病院、加治木温泉

病院の両院長より上半期の評価と反省、また下半期に向けての報告がありました。 

地域や社会に貢献すべく職員一同、一致団結するためのよい会議となりました。 

12月8日 加治木温泉病院 

 

記事担当：宮口（総務） 

記事担当：宮口（総務） 
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★お誕生日会プログラム★ 

1.開会の挨拶 

2.院長先生のお言葉 

3.職員による歌『Happy Birthday・ 

 赤鼻のトナカイ・幸せなら手を叩こう』 

4.ボランティアの方たちによる演奏 

 『君をのせて・百万本のバラ・砂山』 

 皆さんと一緒に― 

 『冬景色・たきび・ふるさと』 

5.職員によるダンス『マル・マル・モリ・モリ』 

6.患者さまのお言葉 

7.患者さま・お礼の言葉 

8.終わりの言葉 

１０・１１・１２月のお誕生

日の方を対象としたお誕生日

会が１２月１５日に開催され

ました。 

12月15日 通所リハビリ室 

 

12月15日 サンロイヤルホテル 

鹿児島地区忘年会が12月１5日にサンロイヤルホテルにて開催されました。 

約250名近くの職員が参加し、食事や余興を楽しみました。 

余興では、歌やダンス・ものまねなどバラエティに富んだジャンルで大いに盛り上がりま

した！また、そのあとのカラオケでは先生方も熱唱されるなど、例年よりも楽しい忘年会

になりました。2012年も職員一丸となって、患者さまや利用者さまにより良い医療・福

祉を提供していけるよう頑張りましょう！！！ 記事担当：宮口（総務） 
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今年も毎年恒例の高田病院もちつきが開催されました。 

少し肌寒いようなお天気の中、職員をはじめ、入院患者さま、院内託児所のお子

さんなどたくさんの方に来て頂きました。入院患者さまにおきましてはもちつき

の様子を見学され、季節感を味わうことができたことと思います。 

また、院内託児所のお子さん達もお父さん・お母さんと一緒に元気よ

く餅をついている姿がとても印象的でした。 

12月27日 病院正面玄関駐車場 

記事担当：小林（コミュニティーガーデンほりえ） 

メリークリスマス!!12月19日、コミュニティーガーデ

ンほりえに一足早くサンタがやって来ました!! 

大きなツリーと大勢のサンタに囲まれ（どれが本物か

分かりません。）クリスマスムードたっぷりの中、入

居者様も利用者様も瞳がキラキラ。そこには満点の星

が溢れていました。たくさんの出し物やクリスマスプ

レゼント。終始、笑顔と賑やかさの絶えない楽しい時

間となりました。 

クリスマス会が終わり、感想を聞くと皆さん声をそろえて「ひょっとこが一番楽

しかった!!」と…職員も異口同音。主役のサンタよりもゲストのひょとこが楽し

い。とは何ともほりえらしい。クリスマスではないですか。「あ～楽しかっ

た!!」この言葉が私共には最高のプレゼントです。 

12月19日 コミュニティーガーデンほりえ 

記事担当：上坂元（医療ソーシャルワーカー） 
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お忙しい中、貴重なご意見、ご協力 

ありがとうございます。 

         サービス向上委員会 

平成23年9月26日～10月8日を調査期間として外来患者さまの満足度調査をさせてい

ただきました。その集計結果を一部抜粋して、掲載させていただきます。 

  参 加 率 

１０月 拘束について 

個人情報について 

７０％ 

８５％ 

１１月 禁煙治療について 

高齢者・障害者福祉制度と 

介護保険制度について 

ノロウイルス感染症の対応について 

８６％ 

 

８７％ 

７８％ 

１２月 認知症について ６４％ 

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 

○待ち時間についての感想はいかがですか ○どの待ち時間が長いと感じますか 

○病院の環境面についてお尋ねします 

Ａ．病院の雰囲気 Ｂ．トイレや洗面所の設備 

Ｃ．案内看板や表示のわかりやすさ 
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平成23年10月28日の1日間、甲東中学校1年生２名が来院して下さり、『通所リハ

ビリ』と『ディサービス風の街』２ヶ所にて福祉体験活動に参加されました。当初の

予定としては４名の参加のはずでしたが、体調不良のため欠席の方が２名出てしまっ

た中でのスタートでした。 

しかし、リーダーの方を中心に、それぞれの体験場所で緊張しながらも一生懸命利用

者さまとの交流に勤しんでおられたようです。それぞれの場所での体験を終え、挨拶

をされる時などは、中学生とは思えないくらいの立派な挨拶をされていました。通所

リハビリにて合流後はオハラ節の披露や手作りの切り絵を利用者の皆さんへプレゼン

トして下さるなど、積極的に行動されていました。 

＜福祉体験活動を終えて＞ 

・最初はつまらないものだと思っていましたが、いろんな方々と話をしていく中で、

いろいろなことを学び、感じることができました。終わってみれば、まったくつま

らないものではありませんでした。ありがとうございました。 
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記事担当：上坂元（医療ソーシャルワーカー） 

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・祝日は不在となります。 

・言葉もしっかりされて自分で歩ける方もいれば、体が麻痺して車椅子に乗っている

方もいました。その人それぞれにあった環境があることに気付きました。私のイ

メージでは高齢者の方々はちょっとしたことでは他人に心を開かないというイメー

ジが強く、少し不安がありました。しかし、皆さんと過ごしていく中で、今までの

イメージは消えて、とても楽しく過ごせました。 

 私が自分の事を話すと、とても良く聞いてくれてすごく嬉しかったです。 

 目を見て伝えよう、理解しようという気持ちを持つと、伝わっているような気がし

ました。今では私が皆さんへ抱くイメージは「笑顔」です。 

 今日はありがとうございました。 
 

※感想文は誌面の都合により、原文より抜粋・編集しております 

  

今回参加してくださったお二人は将来の夢へのビジョンをしっかりと描いているよ 

うでした。夢に向かって、勉強にスポーツに頑張ってください！ 
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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 

    個人情報への不正アクセス、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】 

みなさま明けましておめでとうございます！2012年も宜しくお願い申し上げます。 

さて、みなさんは今年も初詣に行き「おみくじ」を引かれたでしょうか？ 

おみくじを引いた後のおみくじを境内の木などに結ぶ習慣がありますが、これは「結ぶ」が

恋愛の「縁を結ぶ」に通ずることから神様との「縁を結ぶ」として木に結びつけられるよう

になったそうです。 

凶のおみくじを引いてしまった方も、「凶のおみくじを利き腕と反対の手で結べば、困難な

行いを達成つまり修行をしたことになり、凶が吉に転じる」という説をあるようですので、 

ぜひ、次回お試し下さい。                    （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 ●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 

 

 

★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。 

1月 年始式 

新成人を祝う会 

定期講演会  

 未来社会をあなたとともに 

2月 合同スタッフ会議 

3月 院内研究発表会 

誕生会 


