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今号の厳選写真

おすすめお花見スポット

理念
病める人の立場に立った、患者さん中心の医療を提供します
地域の期待に応えられるより良い保健、医療、介護及び福祉サービスの提供に努めます

方針
１．医療の質の向上により疾病の早期発見と治療に努めます
２．個人の権利を尊重し、患者さんと共に考える医療の実践に努めます
３．医療に関する安全管理を徹底し、さらなる進歩に努めます
４．保健・医療・介護・福祉サービスの連携強化に努めます
５．地域社会とのさらなる連携強化に努めます
６．健全な病院経営に努めます
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平成２８年４月 新入職員入職式
徳太郎桜は7分咲き、お天気こそすっきりしませんでしたが、４月１日、総勢２０名の新入職員
が晴れて更生会の仲間入りをしました。
【院長より祝辞】
今年も20名の入職者を迎えました。うち14名は新社会人です。医療の
現場を選んで努力し新しい生活をスタートさせた皆さんに心より敬意を表
します。 医療業界は非常に不安定で、いいこともつらいこともあります。
全ては患者さんの為であり、自分の頑張りや日頃の行いが社会貢献につ
ながっていくと思います。是非長く勤めていただいて病院と共に社会に貢
献していただきたいと思います。多くの新入職員を迎え、在籍職員もフレ
ッシュな気分で今後の研修や業務に切磋琢磨し、お互いに成長していけ
るよう頑張っていってほしいと思います。 今年は回復期リハ病棟も稼働
し、今後の病棟改変だったり、診療報酬の改定もあり、様々な変革をして
いかなければなりません。新入職員と共に全職員が一丸となって、村上
記念病院が地域の方々から愛される病院になるように一人一人が努力し
て頑張っていきましょう。
【新入職員代表 藤田いづみさんの決意表明】
地域の皆様の健康を考え、地域の皆様と共に歩んできた村上記念
病院に入職できたことを、心よりうれしく思います。院長先生より激励
のお言葉をいただき身の引き締まる思いがいたしました。
これから実際に医療に携わる中で、 人の命にかかわる職業という
責任の重大さを感じながらも、患者様に必要なことは何かを考え寄り
添えるよう努めてまいります。患者様の思いや状態を知り、安全安楽
に医療を提供できるよう、日々精進致しますのでご指導の程よろしく
お願いいたします。
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氏 名

職 種

氏 名

職 種

氏 名

看護職

藤田 いづみ

理学療法士

十亀 はるか

理学療法士

吉岡 奈那

看護職

平山 佳菜恵

理学療法士

大谷 鈴果

理学療法士

曽我部 琢朗

看護職

窪田 文恵

理学療法士

藤澤 麻衣

作業療法士

鈴木 美穂

看護職

越智 理恵

理学療法士

安藤 真吾

作業療法士

松本 京

看護職

西山 由紀美

理学療法士

原 庸人

管理栄養士

藤田 志帆

臨床工学技士

藤田 貴大

理学療法士

兵藤 好訓

管理栄養士

元山 沙恵

診療放射線技師

十河 和綺

理学療法士

越智 僚也
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以上20名

(敬称略）

平成２７年度看護研究発表会

看護師 中野 小百合

３月１２日、平成２７年度第１３回院内看護
部研究発表会がありました。
前半４題、後半３題の発表があり、質疑応答
をはさみ、スウィング大町安藤施設長に総評
を、日浅看護部長に講評をしていただきまし
た。忙しい業務と平行し、研究された内容を
抄録にまとめ、頑張った成果が発表されてい
ました。昨年度は看護研究発表会はありませ
んでしたが、今年度からは毎年開催の予定
です。 次年度もみなさんがどんな研究成果
を発表してくれるのかが楽しみです。

看護研究演題

発表部署

1

経腸栄養を行っている唾液・喀痰貯留の多い患者に対する
スコポラミン軟膏使用による有効性

3病棟

2

地域包括ケアシステムの中での訪問看護師による事業展開
～看護小規模多機能型居宅(複合型サービス事業所 仲まち）のあり方～

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

3

外来透析患者要望による穿刺順番の改善

透析室

4

クリニカルパス導入による入力と評価についての
意識調査と周知への取り組み

2病棟

5

5病棟スタッフの安全意識向上の検討

5病棟

6

予約患者の実際の待ち時間と待たされた感覚の調査

外来

7

長期胃瘻造設者の家族の思い

4病棟

院内ボランティアを募集しています
当院では、地域に開かれた病院運営を行うことを目的に一人一人の患者さんを
大切に思い健康回復をともに願って下さり、無償の善意で定期的に活動してい
ただける院内ボランティアを募集しています。ボランティアの方には、年１回
の無料健診を受けていただいております。また、単発的な活動を

《お問合せ先・お申し込み先》

していただける方も歓迎いたします。

村上記念病院・地域医療連携室
ＴＥＬ・0897-56-2300（代表）

ご連絡は、右記までお願いします。

0897-56-2281（直通）
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脳神経外科医師 白石俊隆

血液サラサラの薬ってなぁに？

※ サラサラと言い出したのは誰？
：血液の流動性が高いような状態を指すための表現のこと。
：「血液サラサラ」や「サラサラ血液」と言う表現は、2000年頃からメディアに頻繁に取り上げら
れ一般に広まった。
※ サラサラの意味は？
：反対の意味で使われるのは「ドロドロ血液」
：医学的には、「凝固能の低下した状態」と「凝集能の低下した状態」の2つの状態が含まれる。
※ ドロドロ血液って何？
：毛細血管モデルを円滑に流れる血液を「サラサラ血液」、円滑に流れない血液を「ドロドロ血液」
と呼んだ。
：「ドロドロ血液」の状態は、肉を多く食べる人や、糖尿病や高脂血症、肥満、脂肪肝など生活習慣
病の場合に特徴的である。
＜ドロドロ血液になる原因＞
：赤血球の膜が堅くなる食事が原因の一つ。動物性脂肪に多い、逆に魚に多い３脂肪酸は膜を柔らか
くする。
：白血球・タバコ・過労・ストレスなどによっても粘着性が高まる。白血球の粘着性が高まるのは活
性酸素が発生し、白血球がダメージを受けるためである。
※どんな薬があるの…？
：抗凝固薬と抗血小板薬があり、病態により処方されるので医師の指示をよく聞き、正しく飲みま
しょう。また、急に中止すると脳梗塞や心筋梗塞を発症するリスクが高くなりますので、自己判
断で中止することは大変危険です。

健康教室予定表

テーマ

講 師

４月２８日（木）

高齢者の尿漏れは、なぜ起こる？

看護師

５月１３日（金）

糖尿病の薬について

薬剤師

５月２６日（木）

お酒と健康について

臨床工学技士・看護師

６月１０日（金）

あなたのウンチは大丈夫？

臨床検査技師

６月２３日（木）

腰痛を予防しよう

食事会あり

理学療法士

場所： ６階多目的ホール 時間：午前11時より 約30分間
★食事会に参加したいと思われる方は、1ヶ月前に内科外来へ予約にお越し下さい。
※ お食事代は300円です。当日キャンセルはできません。（前日までのキャンセルの場合、返金致します。）
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認知症を予防しよう
○認知症とは？… いろいろな原因で脳の細胞が死んでしまったり、働きが悪くなったりしたために
さまざまな障害が起こり、生活するうえで支障が
出ている状態のことを指します。
○認知症の種類
＜アルツハイマー型＞
物忘れから気付くことが多く、今まで日常生活でできたことが少しずつ
できなくなっていきます。βたんぱくやタウ蛋白という異常なたんぱく質
が脳にたまって神経細胞が死んでしまい、脳が委縮してしまいます。
＜レビー小体型認知症＞
実際にはいない人が見える「幻視」、眠っている間に怒鳴ったり、奇声を
あげたりする異常行動などの症状が目立ちます。脳の神経細胞の中に
「レビー小体」と呼ばれる異常なたんぱく質の塊が現れてくると認知症になります。
＜血管性認知症＞
脳梗塞や脳出血などによって発症する認知症です。脳血管に障害が起きその周りの神経細胞が
ダメージを受けると認知症になります。

○こんなことに思い当たれば、認知症？
⇒ 物忘れがひどい
⇒ 判断・理解力が衰える
⇒ 場所・時間がわからない
⇒ 人柄が変わる
⇒ 不安感が強い
⇒ 意欲がなくなる

○認知症は予防できる
◆ 食 習 慣 ： 野菜・果物（ビタミンＣ、Ｅ、βカロチン）をよく食べる。魚（ＤＨＡ、ＥＰＡ）をよく食べる。
赤ワイン（ポリフェノール）を飲む。
◆ 運動習慣 ： 週３日以上の有酸素運動をする。
◆ 対人接触 ： 人とよくお付き合いをしている。
◆ 知的行動習慣 ： 文章を書く・読む、ゲームをする、博物館に行く。
◆ 睡眠習慣 ： ３０分未満の昼寝 起床後２時間以内に太陽の光を浴びる。
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高齢者に多い骨折について
○ 高齢者の骨折は若い人に比べて回復が遅いという特徴があります。骨折をきっかけに
介護が必要な状態になることもあり、何よりもまず骨折を防ぐことが重要です。
○ 高齢者に多い骨折とは？
・ 脊椎圧迫骨折
・ 上腕骨近位端骨折
・ 橈骨遠位端骨折
・ 大腿骨頸部骨折

○ 骨折の原因は？
・ 転倒が最も多く、転倒
すると約43％の確率で骨折
が起こると言われています。
○ 高齢者が転びやすい原因
・ 筋力低下、平行機能低下、視力低下、関節機能低下、注意力低下、環境因子が
挙げられます。
○ 転倒予防には、どんなことに気を付けたらいいでしょうか？
・日常生活で必要な動作能力を維持・向上させることが転倒予防につながりますので、
筋力トレーニングや家の中の環境整備を行うことが効果的です。
～筋力訓練の一～
・大腿四頭筋の強化

～自宅の環境整備～
・じゅうたんの縁を止める
・電気コードを固定する
・階段にすべり止めを取り付ける
・段差に踏み台や手すりを設置する
・床に物を置かないようにする
・フットライトを設置する
など

・大殿筋の強化

※もし、骨折してしまったら…
骨折の治療は整復、リハビリが重要です。特に固定
中は筋肉の運動量が減り、筋肉が細くなり、関節が
固くなってしまいます。患部に負担をかけずに筋肉を
維持し、関節機能を回復させるリハビリを早期から行
う必要がありますので、医師・理学療法士の指示に
従って正しく行いましょう。
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企画広報委員のページ

思ひでから・・・
臨床検査室

佐光一平

臨床検査技師って何？と多くの皆さんは思われるかもしれませんが、私は長年この仕
事に誇りを持って励んで参りました。 医療が多様化する中、皆さんもご存じでしょう
が、医師、看護師だけではなく様々な職種が医療現場には携わっています。我々検査技
師もその一翼を担って日々精進しております。日進月歩の医療の中では自身のスキルア
ップを怠らぬよう自己研鑽は欠かせません。私も昭和57年4月に入職し、当初は戸惑い
を感じつつ諸先輩方に叱咤激励され、 紆余曲折を繰り返しながら、検査技師として学
び、経験を重ねて参りました。月日の流れは速いもので、早や定年を迎えることになり
ました。振り返ればいろいろなことがありました。その一つ一つが走馬灯のように思い
起こされます。入職当時は、初代理事長（徳太郎先生）の下、暖かく家庭的な雰囲気を
醸し出す一方、医療現場の厳しさ、難しさや人間の悲哀も体験し、人生観をも教えてい
ただきました。また、病院の発展も日本経済の成長と共に、雨後の竹の子のような勢い
が感じられました。我々検査部門も入職当時は、まだ技師が試験管を振って検査をする
と云った、正に理科の実験さながらの状況で、検査には長時間を要しました。それが医
療技術の進歩は顕著で、特に自動分析装置の発展は目覚ましく、現在は診察時には患者
さんの検査結果が出ている様になり、隔世の感を禁じ得ません。今後もＩＴの進歩とと
もに更なる飛躍を遂げるのでしょうか。しかし、先（未来）ばかりを追うのではなく、
時には過去を振り返り紐解く事で、失ってしまった大切な何か？を導き出すかも知れま
せん。昨今、人工知能の開発も盛んで、ロボットの開発が医療部門にも及んでおります
が、利便性だけを追求すると医療の荒廃にも繋がりかねません。医療人として原点を再
認識し、人としてのやさしさ、思いやり、心遣い等は最低限のモラルであると信じてい
ます。 医療において、決してロボットが人間を凌駕することがないように祈るもので
す。最後に広報活動についてですが、広報委員会は平成19年5月に地域に密着した病院
経営、地域とのふれあいを目指し、信頼される病院としてのイメージアップを図るため
の事業を企画・立案・実行するための機関として発足しました。発足当初より病院のＰ
Ｒは勿論、講演会・落語会・演奏会、また広報誌「ひだまり」の発行等、様々な活動を
行ってきました。そして、今年は病院開院70周年を迎えます。これも大きな機会と捉え
て、若い委員の皆さんは、現状に満足することなく、柔軟な思考や卓越した行動力を存
分に発揮され、広報委員として院内は勿論、地域の皆さんの協力の下、楽しく、素晴ら
しく、思い出に残る事業となるよう努力して下さい。そして、今後も村上記念病院の一
員としての誇りを持って、この病院の歴史に新たなページを刻んでいってほしいもので
す。末筆ながら、村上記念病院の今後益々の発展を心よりお祈り申し上げます。
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