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健康と暮らしを守り支え続ける看護

看護部

皆さま、こんにちは。看護部長の正木です。
当院看護部には、外来部門、病棟部門、訪問看護部門があります。
私たちは、地域にお住いの皆様が病気や暮らしに不安なく、住み慣
れた地域で自分らしく末永く暮し続けられるように、他職種と連携し
病気の予防や回復並びに健康増進に向けた看護に取り組んでいます。
今後も、地域の皆様の多様な健康ニーズに応えられるよう看護専門
職としての知識、技術の向上を目指して自己研鑽に努めます。
正木正子 看護部長

人としての尊厳を大切に、心のこもった思いやりのある看護を通し
て地域医療の貢献に努めてまいります。

外来
一日の流れ

8:15

ミーティング

カルテ問診

処置後の指導

点滴・注射

院長報告

スタッフのご挨拶
平成 29 年 9 月から外来看護師として入職しました曽田と申します。
病棟しか経験がないのですが、先輩方に指導していただきながら、毎
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看護師

日笑顔を忘れず頑張っています。これからも宜しくお願いいたします。
曽田 笑奈

当院に勤めて 2 年が経ちました。" 外来の看護師さん " として少しは認
知されてきたのかなと思っています。
外来には慢性疾患の増加や在院日数の短縮などで外来通院しながら自
宅で療養を必要とする方や体調不良で不安を抱えて来られる方、リハビ
リ通院される方などたくさんの患者さんが来院されます。
看護師

笹原 佳枝

その中で私が心掛けているのは、患者さんとの関係性を築き、継続して
いくことです。例えば前回受診時の経過を覚えるよう努め、受診時に話を
することで患者さんに繋がりを感じてもらい、安心して診療を受けていた
だくこと。また、話す時間がなくても目配りで来ていることは分かって
いますよと伝えるよう配慮し、時に病気以外の話も大切にし、良好な関係
を築いて "外来の頼れる看護師さん " と思ってもらえるように頑張ります。

中材（中央材料室）
私は、看護部で中材業務を担当しています。中材業務とは、医療（治療や
検査等）で使用する、器材（ピンセットなど）や医療材料（ガーゼなど）を
洗浄し消毒（高圧滅菌消毒する）する業務を担い、いつでも治療が安全かつ
円滑にできるように、正確な消毒を心がけ、消毒忘れや数量などが不足しな
中材

山田 直子

いように管理しています。又、高圧滅菌の機械や
器材の不具合などの点検管理も行っています。
病院では目立たない仕事ですが、なくてはなら
ない仕事で、誇りを持って業務にあたっています。

～健康診断で生活習慣病の改善を～
テレビや雑誌などでよく見かける「生活習慣病」は、食べ過ぎやお酒の飲み過ぎなどの食

生活や運動不足、喫煙などといった不健康な生活習慣が原因で引き起こされる病気のことで、
高血圧症、脂質異常症（悪玉コレステロールの上昇、内臓脂肪の増加など）
、糖尿病など様々
な病気があります。生活習慣病の恐ろしい所は、自覚症状がなく、心筋梗塞や脳卒中などの
重大な病気につながることです。

冬の間に食べてばかりで運動不足になられている方、新しい生活をスタートされる方、花見

や宴会が多いこの時期、
是非健康管理の為に健康診断を受け、自己の健康管理に努めましょう。

当院の健康診断のご紹介
血液検査（血中脂質検査、肝機能検査、血糖検査など）、検尿、
身体計測（身長、体重、腹囲等）、聴力検査、胸のレントゲン、
心電図、血圧測定、診察
血液検査（血中脂質検査、肝機能検査、血糖検査など）、検尿、
身体計測（身長、体重、腹囲等）、聴力検査、胸のレントゲン、
心電図、血圧測定、診察
血液検査（血中脂質検査、肝機能検査、血糖検査など）、検尿、
身体計測（身長、体重、腹囲等）、聴力検査、胸のレントゲン、
心電図、血圧測定、診察

検査内容は、各事業所に応じ実施

健診につき、外来看護師が丁寧にわかり易く対応いたします。
金額については、お気軽に窓口までお問い合わせください。

病棟
一日の流れ

9:00

申し送り / 引継ぎ

10:00

点滴・処置

11:00

入退院対応

12:30

部署報告

14:00

患者ケア

カンファレンス

スタッフのご挨拶
病棟看護師は、交代制で 24 時間を通じ、患者様の最も身近にいる
医療専門職として従事しています。状態の変化を即座に察知し、必要
な医療・看護をタイムリーに提供していますので、一人ひとりの患
者様の病状はもちろん、性格、
家族背景、家族の意向、そし
看護師

土井 貴美

て医師の診療方針に対する理
解を深め、真心と笑顔で看護
を提供できるよう日々努力を
重ねていきたいと思います。

退院の様子

私たち病棟ヘルパーは、患者様の状態に合わせた介助及び
援助を行っています。患者様とのコミュニケーションを大
切にし、何でもお声掛け頂ける環境づくりを行い、笑顔で対
応し、安心して入院生活を送れるよう日々努力しています。
介護の仕事について日々初心を忘れずに頑張っていきたいです。
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ヘルパー

患者様の笑顔のもと頑張って働いています。
花田 智子

「初心忘れべからず」
をモットーに頑張りたいと思います。

ヘルパー

氏原 弥生

中村 奈津恵

中野 恵子

患者さんの状態に合わせて介助させて頂いておりま
す。親しみやすい環境 づくりを行い、笑顔を絶やさず対
応しております。
患者様とのコミュニケーションを大事にする事で親しみ
をもって何でも話して頂ける環境を作っています。退院時に
笑顔で帰られる事を心から嬉しく思います。

ヘルパー

ヘルパー

ヘルパー

木下 ゆかり

訪問看護
一日の流れ

9:00

ミーティング

9:20

情報収集

本日は自転車で

9:30

到着・治療・ケア

10:30

記録

12:30

院長報告

訪問先に出発

スタッフのご挨拶
「訪問看護は私の天職です」と言える位、
訪問看護の仕事が大好きです。これまでの
経験を活かし、利用者様やご家族様の心に
寄り添える看護を提供していきたいと思っ
看護師

柿本 智子
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ています。
今後ともよろしくお願いいたします。

「診療報酬・介護報酬」について

HMOm
!...

～ 4 月 1 日から診療報酬、介護報酬の改定が実施されます～

診療報酬っ
て、ナニ ?

A

保険診療を受ける場合、診療報酬点数表
に基づいて計算され点数で表されます。患
者さんはこの一部を窓口で支払い ( いわゆ
る自己負担 )、
残りは公的医療保険で支払われます。

A

介護保険が適用される介護サービスにお
いて、そのサービスを提供した事業所・施
設に支払われる報酬です。原則として報酬
の１割は利用者さんが負担し、９割は保険者である
市町村に請求され、介護保険から支払われます。

？

じゃあ、
介護報酬は？

HMOm
!..

.

引き下げられると、従来どおり、医療及び介護サービスを少ない窓口負担で受けら
れることになりますが、引き上げがあれば、医療機関・事業所・施設の人員確保及
び機器・設備などの充実が図られ安全・安心の医療及びサービスが受けられる反面、
窓口負担が増えることとなります。
えっ！？ 医療・サービスの向上って、
私たちの窓口負担でまかなうしかないの？

良い医療・サービスが受けられ、かつ窓口負担を軽減するために、ぜひ、国からの
社会保障費などを投入してほしいものですね。

デイケア複合施設

建設工事進行中 !!

大型建材の搬入のために特殊車両が行き交い、ご通行の皆様や近隣にお住いの皆様には
大変ご迷惑をおかけしており、申し訳ございません。ご協力に感謝申し上げます。
おかげさまで、建設工事は着々と進行し、2 月下旬現在、本館 3 階からでなければ進捗状
況の撮影も難しくなってきた次第です。
11 月 30 日
12 月 8 日

10 月 12 日

2 月 19 日

2 月 14 日

この 6 つ並んだ孔、
何のためのものか分かりますか？

左から、 LAN ①、 LAN ②、 電話線① ､ 電話線②、
火災受信機用配線①、 火災受信機用配線②
1 回線につき２本ずつケーブルを配備し、 故障
や今後の増設時に途絶えることがないように
備えている、 未来対応型設計の 1 つです。

1 月 29 日

12 月 18 日

1月6日

'18 年 1 月〜 2 月のサ高住・通リハ イベント紹介

1

サ

月 高住

7日

通
リハ

「岸和田そーりゃ地車人（鳴子踊り）」
職員も客席の皆様も手拍子足拍子の大賑わい！

「福笑い・二人羽織」
予想外の展開にみんな大爆笑 !

2

「南京玉すだれ・
18 日 ドジョウ掬い」
サ

月 高住

旧暦のお正月にふさわし日本の
伝統芸をご堪能。

通
リハ

「節分の豆まき」

一年の願いを込めて、 エイヤー！

まだまだ続く花粉症と花冷え対策
今や 4 人に 1 人は花粉症といわれています。
2 月頃よりスギ、3 月
はヒノキ。4 月は特に
ヒノキの花粉の飛散
がピークを迎えますの
で、皆様しっかり対策
をしてのりこえましょう。

【対

策】

・外出時は、できるだけマスクやメガネをかける
・花粉が付着しやすいので、毛織物の衣類は避ける
・飛散の多いときは、窓や戸は閉めておき、換気時
の窓は小さく、短時間にする
・お布団や洗濯物の外干しは避ける
・帰宅時は、洋服や髪の毛をよく払って部屋に入る
洗顔やうがいを行う

花冷えとは、
「桜が咲く頃に一時
的に寒くなる事」で、20℃以上
の暖かい日が続きやっと桜が咲い
たと思いきや急に15℃位になっ
たりして「今日は、寒いなぁ」と
感じる日のことをいいます。特にシニア世代は、
体温調節機能や温度感覚も低下しますので、この
頃に風邪などにかかりやすいので、
注意しましょう。

【対

策】

・外出の時は、レッグウォーマー、マフラー、ベスト、
帽子など手軽に脱ぎ着できる 物
を用意する。
・塗るホッカイロ温感クリーム
（塗るタイプの温感ボディーク
リームで皮膚の水分と反応し熱
が発生する）
などもお試しあれ。

※症状の悪化因子であるストレス、睡眠不足、飲みすぎなどにも注意しましょう！

FAX 0725-22-8023
FAX 0725-22-7015

TEL 0725-22-7014
FAX 0725-22-7015

建築中
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