医療法人社団ほたか会 ほたか病院
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課

145

消耗品発注払出、院内行事の準備・運営

など担当しております。
担当業務は多岐にわたりますが、来院される方が快適
に過ごせるよう、そして職員がスムーズに業務を行える
よう縁の下の力持ちとして「信頼される総務課」を目指
しております。

新年の 挨拶
医療法人社団ほたか会
理事長
樋口 奈津子

今年も元日に水沢山に登って初日の出を拝んできました。

〒378-0113 群馬県利根郡川場村生品 1861 http://www.hotaka.or.jp
TEL:0278-52-2141 FAX:0278-52-3588

あの、高級な卵の黄身のようなオレンジ色の太陽が地平線か

ほたか病院

ら顔を出し、一瞬にして周囲に溢れ出す様は、寒さの中の登

山の苦労があるからこそ、価値と感動があります。

今年はなんだか良い年になる予感がブワーッと足元から湧いてきました。

「医療法人社団ほたか会」の原点は群馬県で四番目に誕生した特養から始

まり、そこで直面した地域医療の必要性と、当時の付き添い問題などを受け、

医療法人社団ほたか会

昭和五十三年に付き添いのいらない「ほたか病院」を開設した事からスター

トします。その後も皆様のニーズに応えるべく、診療所や老健、訪問看護な

ど様々な医療・看護・介護サービス拠点が誕生しました。

「ほたか会」は今年で四十周年を迎えます。四十年という医療・看護・介
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護の歴史と実績は、何よりもほたか会の「力」であり「宝」であります。
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担当 ： 総務課 永井

生命ある限り希望がある）です。

勤務地 ： 利根郡川場村

同じラテン語の言葉に Mement Mori , Carpe Diem
というものがあります。
これは直訳すると「死を想え、今を楽しめ」という意味ですが、決して悲観

職種 ： 看護師、 准看護師、 介護職員ほか

日 時：3 月 9 日（金）、16 日（金）23 日（金）9：00 ～ 16：30 頃
場 所：ほたか病院（川場村）
対象者：看護師・准看護師・介護福祉士・理学療法士・作業療法士・
言語聴覚士・臨床検査技師・臨床工学技士・社会福祉士の
養成校に在籍中の学生、または資格をお持ちの方及びお持ち
でない方も歓迎します
○交通費支給（上限 10,000 円） ○昼食支給
○申込方法：ほたか病院ホームページ内専用フォームより、
希望日の 1 週間前までにお申し込みください。
http://www.hotaka.or.jp/contact/internannai.html
○問合せ先：0278-52-2141（総務課まで）

的な意味ではありません。
「いつかは誰にでも死は訪れる、だから今を精一

医療・福祉チームの一員として、
地域医療と健康増進に貢献しませんか？

春 のインターンシップ募集！！

杯生きよう！」という前向きな意味合いを持っています。

職員募集中

場所：サフラン棟１階 機能訓練室（普段、リハビリを行っているお部屋です）
時間：午後３時から

【 Dum Spiro Spero. Mement Mori , Carpe Diem
】
「人には生命ある限り希望がある。しかし今日という日は二度とこない。

１/１２上州沼田
天狗の里
面友会様による慰問

２月 ９日 （金） 風船バレーボール大会
２月 １６日 （金） バレンタインティーパーティー
２月２３日 （金） クラフトクラブ～３月のカレンダー作り～

だから今日を精一杯生きよう！」

活動
紹介

いきいきサポートクラブスケジュール

ちょっと時代遅れですが、「いつやるの？」「今でしょ！」まさにこれです。

!!
今 月 の

今年はこの言葉を念頭に、スケッチで描かれた「ほたか会の未来」に色づ

患者さんがお餅つきを
行っているところ

けを始めて行こうと考えています。

１/５お餅つき大会

ILC プロジェクトが実施しているいきいきサポート
クラブでは、入院（所）生活でなかなか感じること
ができない季節を感じていただくため、季節毎のイ
ベントを実施 !1 月はお正月にちなみお餅つき大会を
行いました。また、上州沼田天狗の里面友会の方を
お招きし、
「馬鹿面踊り」をご披露頂き楽しい時間を
過ごしました！

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

プロジェクト

ＩＬＣ

※ＩＬＣプロジェクトとは･･･
ほたか病院・武尊荘に入院（所）されている方の生活に、楽しみや生きがい作りを行いたい
という思いから発足したプロジェクトです。【Ｉ（いきいき）Ｌ（ライフ）Ｃ（ケア）】

リハビリテーション科

ほっこり教室
ヘルスアップ教室

花粉症 について
辛い症状を引き起こす花粉症のシーズンがやってきます。
ここでは、花粉症の飛散情報や発症メカニズム、検査、予防
対策についてご紹介します。

花粉症とは

病院長
診療技術部長
国元 文生
北村 弘文

花粉によって引き起こされるアレルギー疾患で、
くしゃみ、鼻水、鼻づまり等のアレルギー性鼻炎
や目のかゆみ、充血、流涙などのアレルギー性結
膜炎が最も多く見られます。

ヘルスアップ教室の様子

12 月 21 日にヘルスアップ教室、1 月 23 日にほっこり教室に参加させていただきました。
ヘルスアップ教室では、女性特有の尿漏れや姿勢改善を目的にコアコンディショニングを行い、
ほっこり教室では身体と脳の活性化を目的に、音楽プログラムを行いました。セラピストとして
の見地から地域の皆様と関わることができ、大変貴重な体験をさせていただきました。
診療技術部

2018 年春のスギ・ヒノキの花粉飛散量
昨年の花粉飛散情報と夏の気象から高崎方面
では前年の 1.5 倍、またスギ花粉の飛散開始日
は 2 月下旬と予想されています。

花粉症対策
・外出時はメガネ、マスク（吸い込む花粉を 1/3 ～ 1/6 に減らす）などで花粉の暴露を防ぐ。
・帰宅時にはうがいと洗顔、からだに付いた花粉を落とし、家の中に持ち込まない。
・洗濯した衣類は、花粉飛散量の多い日は、できるだけ部屋干しにする。
・食生活では、肉を少なく、魚を食べ、野菜は根菜類を多く摂るようにし、十分な睡眠、規則正しい生活
を心がけることで、正常な免疫機能を保ち、アレルゲンの刺激に負けないからだをつくる。
・花粉症の極軽い時期から薬物療法（第二世代抗ヒスタミン薬、抗ロイコトリエン薬、局所ステロイ
ド薬）を開始する（要医師相談）。

玉尾

繭

看護学会に参加して
平成 29 年 11 月 15 日に開催された第 21 回群馬県看護
学会に演題発表（ポスター）で参加しました。査読の段
階で、数十か所にも指導に途中心が折れそうになりまし

花粉症のメカニズム

特異的 IgE の血中濃度は原因となるアレルゲンの特定やアレルギー疾患の重症度判定などに有用で、
当院では 36 種のアレルゲン（花粉、食物、カビ、ペットなど）をスクリーニングできる MAST36 を外注
しています。（血液必要量：2ml、検査実施料：1430 点、判断料：144 点、所要日数：3 ～ 5 日）

理学療法士

看護学会

花粉症などのアレルギーを引き起こす物質であるアレルゲンは花粉、食物、化学物質など生活環境
の中に多く存在しており、アレルギー患者数は日本人の約 2 人に１人、推定 6,000 万人にのぼりま
す。また、花粉症の患者数も増え続けており、日本人のおよそ 25％～ 35％と考えられています。

特異的 IgE 検査

リハビリテーション科

看護部

アレルギー患者数

花粉が体内に入っても、アレルギーの素因を
持っていない人は花粉症にはなりません。花粉
に対するアレルギー素因を持った人は、体内に
花粉が入ると、その花粉を異物と認識し、この
異物（抗原・アレルゲン）に対する抗体（IgE
抗体）を作ります。数年から数十年花粉を浴びるとやがて抗体が十分な量になり（感作が成立した状態）、
再度、花粉が侵入するとそれを排除しようとする反応が過剰に働いてしまい、アレルギー症状となります。
花粉を排除しようとして、くしゃみや鼻水、涙という症状が出ることは、からだの正常な免疫反応で
すが、花粉症ではこれらの症状が強く出すぎるため、生活に支障がでてしまいます。

ほっこり教室の様子

たが、看護部長や看護科長のアイデアにも助けられ、初見の人にも
分かりやすいものに仕上がったと思います。実際ポスターの前で足
を止め、興味を持って質問していただく方もいました。会場で査読
を担当してくださった看護協会の方とお話する機会があり、良い研
究なので頑張れ！という気持で査読したとエールをいただき、折れ
ずに頑張って良かったと思いました。
６階病棟

看護師

見城 恵美

医療法人社団ほたか会

忘年会
医療法人社団ほたか会の忘年会が 12 月
7 日（木）に伊香保温泉ホテル天坊にて、
269 名の職員の参加により盛大に実施され
ました。
今年も医療法人の 1 年間の重大ニュースの発表や、
親睦会が中心となって行う、じゃんけん大会・カラ
オケが宴会を盛り上げてくれました。
この会は、職員が互いに１年間の労をねぎらい、
交流を深める楽しい年末の恒例行事となっています。
ほたか病院

事務部長

青木 規子

「ホテル 天坊」様にて

