
  

 

 いつまでも健やかに・・・・ 

        ‐‐私たちの願いです。 

第43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 

診療情報/セカンドオピニオン/ 

個人情報/ボランティア募集/勉強会報告 

外出行事/ハロウィン行事食 

認知症予防体操/ボランティア報告 

イベント 

平成27年度上半期 診療実績報告 

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27年12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。   

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。 

       

     又、セカンドオピニオンについては、「セカンドオピニオン外来」を設置されている医療機関がござい 

   ます。ただし、自由診療で健康保険外となり全額自己負担となります。料金については、医療機関に 

   よって異なりますので、詳細は各医療機関にご確認ください。     
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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】 

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：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。 

  参 加 率 

【8月】 医薬品の安全管理・安全使用 

交通安全について 

７1％ 

８２％ 

【9月】 医療安全報告 

マイナンバー制度について 

７３％ 

５９％ 

   記事担当：教育委員会 
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通所リハビリテーションでは、外出行事として１１月２日から１２日まで甲突川左岸の歴史

ロードにて行われるイベント”維新ふるさと博“へ行きました。 

幕末・維新期の衣装を着た「薩摩維新おもてなし隊」によるおもてなしと鹿鳴館ドレス試着

体験や下級武士の家で上映される当時を再現したお芝居を鑑賞され、 

利用者の皆様はとても楽しい時間を過ごすことができたのではないかと思います。  

創作活動 
 

創作活動としては２ヶ月に１回折り紙で季節に応じたカレンダーを

職員と利用者様と作成しています。その他には、１２月にはクリス

マス会・家族会もありますし、季節に合わせた創作活動やレクリ

エーション・行事を計画していく予定です。ぜひ、お気軽にお立ち

寄り下さい。  
記事担当：土井（介護福祉士） 

 10月31日はハロウィンでした。ハロウィンとは、秋の収穫を祝う、又は悪霊 

を追い払う民族行事です。ハロウィンの時期によく目にする南瓜のお化けは  

「ジャック・オー・ランタン」と言う、南瓜に目や口の形をくり抜いて中にろうそく 

を灯した提灯のことです。南瓜には、お守りとしての意味があり、南瓜の提灯には悪 

霊から守る番犬の役割があるそうです。      

高田病院の栄養科では、南瓜を使ったサラダや 

患者様から人気の高いコーンスープ、玉ねぎや 

グリンピースをトッピングしたピラフ等、 

ハロウィンをイメージした昼食を提供させて 

いただきました。   

記事担当：尾込（管理栄養士） 
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記事担当：小野・荻（作業療法士） 

最近、言葉が出にくい…なんてことありませんか？「あれ」や「それ」が会話の中で増え

てきていませんか？今回は頭を柔らかくする体操をしてみましょう。 

周りの方とも一緒にやってみましょう！ 

問題１ 虫食い四文字熟語                    

□の中に入る漢字を選択肢から選びましょう。 

選択肢【 雨 ・ 人 ・ 会 ・ 四 】 
いち ご いち             せいこう  どく 

①一期一□    ③晴耕□読 
  めん そ か           じゅう  といろ 

②□面楚歌    ④十□十色 
問題２ □に入る言葉を考えましょう。(数字・ひらがなで答えましょう。) 

①鬼火焚き(おにびたき)は１月□日に行います。 

②２月１１日は□□□□□□□の日。 

③３月３日は□□□□□□です。 

④今年の干支はさる(申)年です。２０２０年オリ

ンピックの年の干支は□□□年です。 
《答え》問題１ ①会 ②四 ③雨 ④人 問題２ ①７ ②けんこくきねん (建国記念)  

    ③もものせっく(桃の節句)・ひなまつり（雛祭り） ④ねずみ(子・ね)  

鹿児島女子高等学校 
平成27年7月6日～10日までの5日間、鹿児島女

子高等学校の学生が職場体験学習を行う為に、来

院してくださいました。はじめに看護総師長より

オリエンテーションを受けた後、『各病棟（3Ｆ

～ 6 Ｆ）』と『通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン』、

『ハートフルケア堀江『、『ケアレジデンス風の

街』に分かれて体験学習を行いました。 

5日間の職場体験学習お疲れ様でした。 

医療の現場を実際に体験したことで、病院に対するイメージも変化したのではないで

しょうか。今回の体験学習が皆さんの今後の人生に少しでも役立つものになれば幸い

です。それぞれの夢や目標に向かってがんばってくださいね！ 

記事担当：池田（社会福祉士） 
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９月４日 

ドルフィンポート内 ポルトカーサ－  

 第12回地域医療連携NetWorks情報交換会が9月4日に開催されました。今回ははじめに当

院の病院機能をプレゼンテーションさせていただきました。当院は179床の内119床（回復期

リハビリテーション病棟30床/在宅復帰強化加算病棟89床）が在宅復帰支援を担う役割を持つ

病棟になっており、今後も急性期病院の後方支援病院としての機能を継続させていく旨の話を

しました。その後、食事をしながらの情報交換の場を設けて、日頃より連携を図らせて頂いて

いる皆様と実際に顔を合わせて話をするよい機会となっているようでした。   

 当法人主催の管理者フォローアップ研修が11月27日に開催されました。 

研修では、はじめに前回の管理者研修で学んだことを基に、約半年間の部署責任者としての 

取り組みを発表し、意見交換を行いました。その後、人事考課制度について講義を受けて、 

きちんとした評価の仕方を学びました。 

11月27日 そうしん本店ビル6F 

お忙しい中、沢山の方々に御参加頂きありがとうございました。 

限られた時間の中で有意義な時間を過ごして頂けましたでしょうか？行き届かない点も

多々あったかと思いますが、これからも連携を図れる場として活用して頂ける【情報交換

会】を企画し、開催して参りたいと考えております。 

次回も皆様とお会いし、多くの語らいが出来ることを楽しみにしております。 

次回は 平成28年3月中旬 を予定しておりますので、是非、ご参加ください。 
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診療情報管理委員会より高田病院の平成27年上半期の診療実績の報告をさせていただきます。 
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記事担当：診療情報管理委員会 
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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 

日本慢性期医療協会「慢性期医療認定病院」 

持続性推進機構 エコアクション21認定 

かごしま子育て応援企業登録 

 【編集後記】 
 

 今回の表紙の花は「ポインセチア」と呼ばれる花です。ポインセチアは、原産がメキ

シコで、別名「クリスマスフラワー」 とも呼ばれており、クリスマスの時期が近くな

るとよく見かけるようになる花です。代表的な色が「赤・白・緑」の３色で、赤はキリ

ストの血、緑は永遠の象徴、白は純潔を表すことから、「ノーチェ・ブエナ（聖夜）」

と呼ぶそうです。また、葉の形が、キリスト教の聖地であるベツレヘムの星に似ている

ことから、クリスマスを象徴する花となっていき、日本にも広まってきたということで

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。 

 
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。 

 12月 鹿児島地区忘年会 

餅つき 

1月 新成人を祝う会 


