医療法人社団ほたか会 ほたか病院

医師紹介

専門 呼吸器内科

麻生 純平 医師

４月から勤務しております内科の麻生純平です。
昨年度までは杏林大学病院で呼吸器内科として
勤務しておりました。当院勤務の傍ら群馬パース
大学での研究を行っております。宜しくお願い致
します。

専門 精神科
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佐賀 信之 医師

当院で精神の専門外来をしています。気分が
落ち込むうつ病や、幻聴が聞こえる統合失調症、
物忘れや判断力が低下する認知症…悩む人は多
く日本では 400 万人の人が病院を訪れます。
皆様も困った時にはどうぞ当科へ。

専門 総合診療内科

益田 敬明 医師

看護部

永年勤続十年北海道研修旅行に参加して

ほたか病院
看護事務
井田 好美

ほたか病院
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この度、永年勤続十年北海道研修旅行に参加させてい

ただきました。二泊三日の日程で、北海道道南を巡る旅
となりました。

初日は小樽市内を散策。レンガ造りの倉庫が並ぶ小樽運河の美しい街

並みに感動を覚え、宿泊した登別温泉では、鬼が花火を持ち舞い踊る地

医療法人社団ほたか会

獄谷の鬼花火を鑑賞し、皆で盛り上がりました。

発行人

二日目に向かった昭和新山の熊牧場では、愛嬌ある熊の仕草を見て思

小林医師

わず笑顔に。大沼公園と元町散策では、雄大な自然と街の歴史にふれる

午前
午後

ことができました。雨天のため、函館山からの美しい夜景を見ることは

糖尿病・甲状腺
専門外来

叶いませんでしたが、夜に皆で部屋に集まり、樋口総長よりＰＡＺグル

皮膚科

ープの将来構想についてお話を聞くことができ、総長の熱い思いと先見

精神科

の明に深い感銘を受けました。

泌尿器科

山口医師 ( 第 1・3・5)

午前 高野医師 山口医師 尾林医師 ( 第 1・4) 益田医師 内田医師 正田医師 ( 第 2・4)
午後 （山口医師）（高野医師）（麻生医師）（高野医師 / 益田医師）（山口医師 / 内田医師）
午前
笠原医師
昭和大医師
※隔週 15：30 まで
※15：30 まで
午後
午前
佐賀医師
午後
午前
天野医師
午後
※不定期

三日目に訪れた五稜郭公園とトラピスチヌ修道院では、函館戦争の歴

科

土

史と修道院での自給自足の生活について学び、普段の日常生活を省みる

内

金

良いきっかけとなりました。

麻生医師

木

この三日間、日常の業務を離れ、観光名所を散策しながら北海道なら

水

ではの新鮮な食材を堪能し、リフレッシュすることができました。また、

火

普段あまり接する機会のない他部署の職員と行動を共にする中で、自然

月

と連帯感が生まれ、とても有意義な時間を過ごすことができました。

平成 30 年 8 月現在

勤続十年という節目を迎えた仲間と共に、ＰＡＺグループの一員として、

休 診 日 : 日曜日・祝日・12 月 30 日～ 1 月 3 日（年末年始）
お問合わせ：TEL.0278-52-2141
利根郡川場村生品 1861

グループの更なる発展に貢献していきたいと思っております。

※月～金の午後の内科外来は予約ならびに緊急時のみ診療いたします。

小樽運河にて

これまでの十年を支えてくださいましたＰＡＺグループの皆様に大変

外来診療
担当医表

診療時間：月～土 ９時～１２時３０分
（受付は１２時までにお願いします）

北海道

感謝いたします。

2017 年 6 月から勤務させて頂いています。
熊本県出身で、2015 年に獨協医大を卒業
して、栃木で 2 年間研修の後、現在は日高
病院所属です。ほたか病院の力になれるよう、
精進致しますので、どうぞ宜しくお願いします。

川場村介護予防教室
当院の取り組み紹介
～介護福祉士がチームで取り組む終末期ケア～

ヘルスアップ教室

ほっこり教室

リハビリテーション科は、今年度も川場村介護予防教室のほっこり教室、ヘルス
アップ教室を担当させていただくことになりました。
5 月 22 日に実施された第 1 回目のほっこり教室では、参加者の皆様と歌や体操など
を一緒に行い楽しい時間を過ごしました。
5 月 24 日に実施されたヘルスアップ教室では、ＴＶでも話題の「筋膜リリース」講座
を行いました。また、ヘルスアップ教室では、参加される方の体調管理のため、毎回
当院の看護師が参加しています。
専門職として、地域の皆様に貢献できることにやりがいを感じています。

当院では高齢者医療を中心に行う中で、最期を迎えられて退院する患者さんもいらっしゃ
います。その中で、患者さんやご家族に「入院生活がほたか病院で良かった」と思っていた
だけるようなケアを目指しています。
そこで介護リーダー委員会では終末期のケアの質の向上と、
残念ながらお亡くなりになった患者さんのケアを充実させる
ことを目的とした「チームエンゼル」というプロジェクトチ
ームを結成しました。現在エンゼルケアのマニュアル作成や
研修会を行い、ケア技術の向上を図っています。今後も患者
さんが人生最期の時間を穏やかに過ごしていただけるよう取
り組んでいきます。
チームエンゼル 介護主任 林 正貴

ご案内
高校生 1 日職場体験

川場村スポーツクラブ
運動指導
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ワークショップ

昨年の職場体験・インターンシップの様子

今年度も川場村スポーツクラブのスポー
ツジムに月 4 回リハビリテーション科スタ
ッフが訪問し、会員の方への運動指導を実
施し、健康増進、ダイエットなど、目的に
合わせた運動の指導をさせていただいてい
ます。村外の方も利用可能です。
興味のある方は、川場村スポーツクラブ
にお問合わせください。
リハビリテーション科

理学療法士

笛木 勝美

川場村武道館内 川場村スポーツクラブ事務局
住所：利根郡川場村大字天神１１３８-１
ＴＥＬ＆ＦＡＸ：０２７８-２５-３５４９

今回は昨年までの「ふじやまビレジ」か
ら、同じ村内の「なかのビレジ」に場所を
移しました。大自然の中の古民家風の研修
施設で、素晴らしい環境の中「接遇」をテ
ーマにしたワークショップを実施すること
ができました。初めて訪問した時には、こ
の細い山道の先に建物があるのか不安にな
りましたが、世俗を忘れ集中することがで
きたのではないでしょうか。
今回もいくつもの新しいアイデアが生ま
れてきました。計画通り実施できるよう応
援し、より良い環境を目指していきたいと
思います。
タスクフォース 法人事務局課長

竹内 浩司

感謝祭開催

医療法人社団ほたか会
インターンシップ
今年度も夏休みの期間中に、高校生１日職
場体験とインターンシップを行います。
高校生 1 日職場体験は、８月 16 日（木）に
実施いたします。今年もたくさんの高校生に
ご応募いただき、充実した体験をして頂ける
ように準備しています。
インターンシップはまだ募集を受け付けて
おります。8 月 20 日（月）～ 24 日（金）の
5 日間のうちお好きな 1 日をお選びください。
希望日の 1 週間前までに、ホームページから
お申込ください。ご応募お待ちしております！

《 ９月２日 （日）ＡＭ10 ： 00 ～ＰＭ3 ： 00 》
本年も、ほたか病院・介護老人保健施設 武尊荘主催の
お祭りを９月２日（日）に実施いたします！
患者さんやそのご家族、地域住民の方々を対象にした
お祭りは、「夏祭り」から名称を「感謝祭」に変え、今年
で 10 回目を迎えます。昨年は５４９名もの方々にご来場
いただき、大盛況のうちに終わることができました。
昨年同様、ボランティア、地域の皆様にご協力いただき
ながら充実した感謝祭を開催できるよう、スタッフ全員で
取り組みます。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。

昨年の様子

感謝祭

実行委員

一同

