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口腔衛生科では、歯科衛生士が全ての入院患者様の
検診を行い、専門的な口腔ケアを必要とする患者様の、
歯磨き、歯石除去、舌の清掃、入れ歯の手入れを行い、
歯周病や誤嚥性肺炎などの予防に努めています。
また、歯科医師による往診にて歯周病治療や、入れ
歯を作製し、１日も早い在宅復帰へつながるよう、支
援しています。

オーストラリア

11 月 10 日 （金） DVD 鑑賞会
11 月 17 日 （金） 芋煮会
11 月 24 日 （金） 12 月のカレンダー作り
機能訓練室（普段、リハビリを行っているお部屋です）
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職員募集中

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？

勤務地 ： 利根郡川場村

担当 ： 総務課 永井

電話 ： 0278-52-2141

お気軽に問い合わせください。

発行人

医療法人社団ほたか会

ほたか病院

〒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

育代

※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）】

松井

場所：サフラン棟１階
時間：午後３時から

医事課長

いきいきサポートクラブスケジュール

ほたか病院
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永年勤続研修に参加して

６月の美術クラブ

2017 年 10 月 24 日～ 28 日（3 泊 5 日）

今年度の研修旅行は、オーストラリアのケアンズ。
男二人、女四人の六人旅となりました。夜成田を出

管理栄養士特製のおはぎは、
のどに詰まらないように
お米を使うひと工夫も

ケアンズ研修旅行

発し早朝のケアンズへ到着。初日はコアラ抱っこやクロコダイル
の餌付け見学、クロコダイルが餌めがけてジャンプする姿は大迫
力でした。
二日目は朝からキュランダ列車に乗り世界遺産の熱帯雨林の絶
景を満喫しました。ここに生息しているユリシスという真っ青な
女性の手のひらほどの蝶も見ることが出来、その飛ぶスピードの
速さに驚きました。午後からは野生動物探検ツアーがスタートし
乾燥地帯では巨大アリ塚を見学。なんとみんなで生きているシロ
アリを味見しました。その後、天空の城ラピュタのモデルになっ
たといわれるカーテンフィグツリーを見学。私が今回の旅行で感
動した場所のひとつです。野生のかものはしやポッサムという小
動物を見たり、三百六十度開けた高台で天体観測、夜空に天の川
や人工衛星まで見ることができました。
三日目は、楽しみにしていたグリーン島でのシュノーケリング。
短い時間ではありましたが、アクアブルーの海、ウミガメまで見
ることが出来て本当に感動的でした。船からの景色もとても美し
く、ケアンズの白い街並みが印象的でした。
二十年間、途中病気で入院し迷惑をかけることもありましたが、
何とか今日を迎えることが出来たのもほたかの仲間のおかげだと
思っています。このような素敵なご褒美をいただけたことに感謝
しながら、更に前進していきたいと思います。ありがとうござい
ました。

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、毎月 1 回手作りおやつを楽しんでいただく
イベントを企画しています。夏はビアホールやかき氷パーティー、秋にはおはぎやお月見ティーパーティー
など、季節に合わせたドリンクや手作りおやつでおもてなし！患者様・利用者様に大好評です♪

ビアホールのおつまみはバイキング形式！
〈つまみはポテト、つくね、漬物、焼きまんじゅうなど〉
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恒例となった高校生職場体験。
今年度も県内外の各地から沢山の高校生が参加してくれました。
参加者のなかには１,２年生も多く、早い段階から自分の進路や将
来についてしっかりと考えていることに驚きました。
それぞれが目指す医療職の魅力や楽しさを職場体験から感じて
もらうことで、将来を決定する指標にしてもらえたら嬉しいです。
医療センター

看護師

２０１７．８/２７(Sun.)

高校生 1 日
職場体験

村田 唯

看護・検査・リハビリ
看護・検査・リハビリ

臨床検査技師

松井

理学療法士

玉尾

みなさん、
健康チェックは
いかがでしたか？

香穂

今年は、理学療法士と作業療法士の
仕事の違いや、言語聴覚士が行う嚥下
のリハビリについて知りたいなど、目
的意識が高い学生さんが多い事が印象
的でした。立派なセラピストとなり、
臨床で再会できる日が楽しみです。
リハビリテーション科

夏祭り実施
ほたか病院
in ほたか病院
Ｇｏｏｄ pｉｃ！

高校１～３年生を対象に、検査室内
の見学や血液型判定の実演、骨密度・
血管年齢測定等を行い、病院内におけ
る臨床検査技師の役割、仕事内容を紹
介しました。
臨床検査科

第９回ほたか病院・武尊荘
第９回ほたか病院・武尊荘

リハビリテーション科

看護介護科

８/１、２の予定して
いた２日間以外にも、
９/１１に追加受付を
しました。
合計５４名の高校生が
参加してくれました。

繭
臨床検査科

川場村のマスコット「かわたん」と、
救急車に消防車、ミニ消防車に放水体験。
ぐんまちゃんに皆さんから笑顔が溢れました。
キッズコーナーはさらにパワーアップ！

理学療法士の養成校に通う２名の学生さんに、リハビリテー
ション業務を体験して頂きました。１名の方は、まだ就職まで
１年ある中で、就職を見据え参加されたとのこと。
このような、積極的に活動される学生さんに選ばれる職場で
ありたいと思います。

９/１(Fri.)
９/１(Fri.)

就業体験
就業体験
看護・介護・リハビリ
看護・介護・リハビリ
インターンシップ
インターンシップ

リハビリテーション科 統括次長 理学療法士 田嶋 尚美
医療施設である「病院」という場所で
介護福祉士がどんな仕事をしているか知
ってもらうことができ、さらに病院にと
って介護福祉士が必要不可欠な存在であ
るということも伝えられたと思います。
5 階病棟 係長

介護福祉士

番場 裕明

9 回目となる病院祭を本年は「夏祭り」とし、昨年同様
「健康チェック・飲食・キッズ」ブースを柱に開催いたし
ました。健康チェックは課題であった「待ち時間解消」の
ため、スタッフの増員や計測検査機器の増台を行い改善に
努めました。
また、計測の結果、異常値が認められた方は直接医師の
説明が受けられるよう新たに「医師の健康相談」コーナー
を設け充実を図りました。その他のブースも盛況で、来場者は前年より
２００名増となりました。今後もアンケートや会話でのご意見等を踏ま
え、更にご満足いただけるよう主催者一同心がけて参ります。
ご来場いただいた方々及びご協力くださった企業、団体、ボランティ
アの皆様に厚く御礼申し上げます。
夏祭り実行委員長・事務部 次長 野村 勝志

近い将来自分が病院で働く姿がイメー
ジできるよう、看護学生さんと１日とも
に行動しました。最後に「来てよかった」
と言ってもらい、学生さんの夢に少しは
貢献できたのかなと私も嬉しく思いました。
6 階病棟 主任

看護師

川場村の美味しい食材を使用
した料理を振る舞いました。

情熱的で華やかなフラメンコ♪
筋膜リリース教室の様子。

Data
来場者数 ７４９ 名
～協力企業、団体～
利根商業高等学校吹奏楽部様、ハナ・フラメンコスタジオ様、利根沼田広域消防本部様、
ミート工房かわば様、㈱ドーン様、㈱雪ほたか様、㈱金子自動車様、㈱マルホン様、
川場村のマスコット「かわたん」、沼田土建㈱マスコット「どケンくん」、
群馬県のマスコット「ぐんまちゃん」
ありがとうございました！

狩野 詩穂

平成２９年度第２回
平成２９年度第２回

実習受入れ
看護・リハビリ
看護・リハビリ

群馬パース大学の老年看護学実習が今年も始まりました。実習
受け入れも短期大学時代から１７年目。今後も大学と病院の連携
を深め、老年看護学について深く追求できる実習環境を提供して
いきたいと考えています。
看護部教育委員会委員長

看護介護科は、78 名の実習生
が 2 週間ずつグループに分かれ
て実習します。※９月４日～１２月１５日

看護師

青柳 直樹

リハビリテーション科は毎年県内外の養成校６校から、実習
生を受け入れています。実習では、将来セラピストとして臨床
で必要な検査や測定、リハビリの実技など様々な体験をして頂
いています。実習生に多くの学びが提供できるよう、実習地と
しても日々成長していきたいと思っています。
リハビリテーション科 係長

理学療法士

今年度も大好評だった吹奏楽の
演奏やフラメンコ。圧倒されました！

赤池

優

ワークショップ実施
ふじやまビレジ
in ふじやまビレジ
川場村のふじやまビレジで第２回ほたか会
ワークショップを開催しました。今回が初参
加の職員も多く、緊張した面持ちでスタート
しましたが、お互いが徐々に打ち解けて、積
極的な意見交換を行い、その中ですばらしい
アイデアがいろいろと生まれてきました。
今回の経験を職場の中で生かし、より良い
ほたか会にしていきます。
武尊荘 事務部長 河上 暢利

２０１７．９/２９(Fri.) ～３０(Sat.)

