医療法人社団ほたか会 ほたか病院

健診センター 紹介

No.

皆様の健康づくりのお手伝い

142

2017( 平成２9) 年

5月

ほたか病院健診センターでは、各種健康診断や人間ドック
を通じて皆様の健康づくりのお手伝いをしています。
病気の予防には健診が不可欠です。忙しくても先延ばしに
せず、年に一度は必ず受診をお勧めします。毎年受診するこ
とで数年間の健康状態の傾向がつかめ、異常を早期に見極め
ることが出来ます。そして健診結果が出たら日頃の生活を見
直し、生活改善に生かしましょう。保健指導なども上手に利
用してください。

I L C プロジェクト活動紹介

「桜餅」出来上がり♪

桜が満開！見事な景色です。

ひなまつりティーパーティーのお茶菓子

桜餅作り中･･･

ティータイムは至福の時間

いきいきサポートクラブスケジュール

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

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

文生

※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）】

國元

５月１２日 （金） 美術クラブ （こいのぼりの壁画作り）
５月１９日 （金） こいのぼりティーパーティー （手作り柏餅でお茶会）
５月２６日 （金） クラフトクラブ （6 月のカレンダー作り）

病院長

!!
今 月 の

絶景スポット！

ほたか病院

管理栄養士の
八木 卓です！

巻頭言

生地を焼いて、
あんこを包んで

春がゆき、新緑がすがすがしい季節となりました。
この四月に十二名の新入職員をむかえ、現在二百八十名のスタッフがほたか
病院を支えています。パースグループの職員数も千人に達し、ほたか病院の職
員はその約三割を占め、グループの診療部門として大きな役割を果たしていま
す。
さて、ほたか病院では、平成二十九年度の目標を、昨年に引き続き「理想的
な療養病院にすること、そして地域から信頼される病院になること」と掲げ取
り組んでまいります。
私からは具体的な目標のひとつに「医療の質の向上」を挙げさせていただき
ました。ここであえて「治療の質」としなかったのは「治療」は医療の一部に
しかすぎないためです。もちろん正しい治療（つまり世界標準に合致した治療）
を行うことから医療が始まりますが、私たちの病院では、高齢者を自宅や施設
に送り届けるために、長期にわたる療養という医療が必要となります。そのた
めには医師、看護師ばかりでなく介護士の皆さんやリハビリテーションの皆さ
んなどの多くのスタッフが一体となった診療体制、多職種連携が必要です。
私も院長職を仰せつかって、一年近くになります。
昨年六月の私が掲げた目標は、多職種連携の向上、そのためにスタッフ間の
意思の疎通をよくすること、そしてそれを可能にするための電子カルテの導入、
利根沼田医療圏との連携の四項目です。その中でも多職種間の医療情報の交換
は最も大切な課題と考えています。
電子カルテについては、導入されれば様々な問題が解決するのですが、これ
にはもう少し時間がかかりそうです。しばらくは現行のオーダリングシステム
を利用して電子カルテ移行時にスムーズに移行できるよう試験的運用を継続し
ます。
また、利根沼田医療圏との交流につきましては、ここ一年医師会主催の諸会議、
交流会などに出席してきましたが、私の印象ではほたか病院の診療内容をまだ
十分に理解されていないのではないかと感じています。事務部長、看護部長の
意見交換会も行われるようになったようですので、医師の診療体制を確立しつ
つ医師会にもその内容を知っていただくことを私の今年の目標とします。

3 月から始めたティーパーティでは、毎月季節に合わせて管理栄養士がその場でお茶菓子を
手作り！出来立てほやほやの、おやきや桜餅は、買ったものとは一味も二味も違います！また
そのお菓子に合わせて出される、コーヒーや紅茶も大好評！職員やお見舞いのご家族様も参加
され、いつも賑やかなティーパーティです♪

平成２９年度

新入職員紹介

医療相談室の名称が「地域連携室」に変わりました

ほたか病院・武尊荘に新しく入職いたしました、１５名の紹介です。

臨床検査技師
松井 香穂

介護福祉士
加藤 泉美

診療放射線技師
鈴木 琢也

看護師
明戸 正文

事務員
高橋 奏

准看護師
大島 純子

保育士
出口 依里奈

准看護師
戸丸 普子

介護福祉士
清水 直樹

准看護師
廣瀬 正江

「２０２５年問題」解決に向けて動き出しました、地域医療構想と地域包括ケア
システムの構築は、利根沼田地域の７病院においても病院機能に大きな影響を与え
ています。利根沼田地域の医療機関（急性期・回復期・慢性期）と介護施設・地域
（在宅）が、役割分担と連携を行い「地域全体で高齢者を看る」地域包括ケアシス
テムは、病院単体では成り立ちません。
地域連携室が窓口となり、病院・施設・在宅との連携を密にとることで、ほた
か病院が利根沼田地域の慢性期として役割が果たせるように、切れ間ない患者受
け入れを行いたいと思います。

患者サポート体制（相談支援）
国の政策から重度な要介護状態となっても、医療的に問題がない限り
長期間の入院が出来ない時代となってきました。患者、ご家族様が不
安なく過ごせるように、相談員が入院受け入れから退院までトータル
的にサポートさせて頂きます。また患者、ご家族様から寄せられたご
意見は他職種によるカンファレンスで情報の共有と改善策を検討して
面談風景
おります。お気軽にご相談下さい。
◇４月からは、相談員が交代制で土曜日の午前中（８時３０分～１２時）勤務しています◇

高校生一日職場体験・就業体験のご案内
医療人になりたい高校生、集合 !!
介護福祉士
五位野 恵子

介護福祉士
平石 夏実

介護福祉士
水野 喜久美

ＰＡＺ

介護福祉士
星野 清史

看護師
木下 たい子

Ｇｒｏｕｐ合同研修

毎年大人気の高校生 1 日職場体験が
今年もやってくる！
将来医療の現場で働きたい、興味が
あるけどどんな仕事かわからない･･･。
そんな想いを持っている高校生！
私達の職場で体験してみませんか？
理解を深め、将来の進路決定の機会に
役立てていけるよう、学習の場を提供
します。ぜひ、お待ちしております。

ブランクがあっても、大丈夫。
「地元で働きたい」
「職場環境や業務内容を知りたい」
そんな方に対し、ご希望の部署で
担当職員と 1 日行動しながら、見学
や補助等に参加していただきます。
相談にも対応いたしますので、不安
や悩みをその時に解消してください。
気軽に申し込める病院見学も随時
対応中 ! 日程・時間等ご相談ください。

高校生 1 日職場体験
看護部

研修

日

時：平成 29 年 8 月 1 日（火）2 日（水）
２日間

医療法人社団ほたか会研修

対象者：看護師、介護福祉士、理学療法士、
作業療法士、言語聴覚士、
臨床検査技師に興味を持つ高校生
持ち物：動きやすい服装、靴、筆記用具
※お弁当、飲み物が出ます。
申込み：ホームページ申込フォームより受付
申込期限は 7 月 21 日！

就業体験（ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ)
日

時：平成 29 年 8 月 21 日（月）～ 25 日（金）
１週間
対象者：看護師、准看護師、介護福祉士、
看護補助者、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
在籍している学生、有資格者等
持ち物：動きやすい服装、靴、筆記用具
※お弁当、飲み物が出ます。
申込み：ホームページ申込フォームより受付

④発熱と白血球増多
⑤活動性低下

ごえん

こうとう

管に入ってしまうことを「誤嚥」と言い、

気管を通って肺に入った唾液中の細菌や胃

液中の細菌、胃の内容物が引き起こす肺炎

を「誤嚥性肺炎」といいます。誤嚥を起こ
しやすい方の多くは脳梗塞や脳出血、アル
ツハイマー型痴呆症など意識障害のある方、
そして高齢者など一連の嚥下運動が低下し
た方です。

です。しかし、ご高齢の方や免

は、誤嚥性肺炎の重症化の徴候

③全身管理

輸液剤に変更します。

①食事中や食後の激しい咳
気道内に空気以外の異物が入

誤嚥性肺炎が重症であり、
早期に治療の効果があらわれ
ない方は、ステロイド投与、
人工呼吸などが行われます。

ると、大きな咳をすることによ
って異物を外に出し肺内に入る
ことを防いでいます。食事中や

⑤活動性低下

疫力が低下している方は、発熱
や白血球増多で細菌を攻撃する
力が落ちていますので、これ以
下の値でも注意が必要です。

食事の後に激しい咳が続くとき
は誤嚥を疑います。また横にな
っている時や夜間睡眠時に咳が
続く場合にも逆流した胃の内容
物の誤嚥が考えられます。

感染症を起こした方の最初の
徴候は元気がなくなることです。
いつもは元気だった方の応答が
急に悪くなり、ボーとしている
ようになったら、肺炎などの感
染症を念頭におく必要がありま
す。

治療方法
①抗生剤投与

誤嚥性肺炎の原因となる細菌

禁食が原則ですので、一時的

【問い合わせ先】ほたか病院 受付 ℡．０２７８－５２－２１４１

②汚い痰
細菌を含む口腔内分泌物や、
腸内細菌を含む胃の内容物を誤
嚥することで肺炎になります。
胃液に含まれる胃酸や消化酵素
はさらに肺の炎症を悪化させま
す。炎症を起こした肺組織から

は、頻度の高い順から、口腔内

は、誤嚥内容物、細菌、白血球、

グラム陰性桿菌、口腔内嫌気性

に輸液治療が必要となります。

②輸液

必要となります。

食となり、抗生剤の点滴治療が

菌、腸内細菌です。一時的に禁

かんき ん

浸出液などが汚い痰となって咳
かくしゅつ

と共に喀出されます。

③呼吸困難、頻呼吸
肺に空気が入りづらくなると
呼吸困難感が強くなるため、頻
込まれる酸素が少ない場合や、

１週間程度であれば、水分、電

呼吸となります。血液中に取り
発熱によっても呼吸数が増加し

解質、ブドウ糖を投与します。

長期になる場合はアミノ酸や脂

ます。

質を含むバランスの取れた栄養

④発熱と白血球増多
一般に３８℃以上の発熱や、

※料金や内容は、お住まいの自治体によって異なります。
ご希望の方は、当院受付までご連絡の上お越しください。

ごえんせいはいえん

ひんこきゅう

パーキンソン症候群など神経筋疾患の方

１，２００以上の白血球数増加

平成 29 年度に下記の年齢になる方で、
今まで成人用肺炎球菌ワクチンを接種したことがない方は、1 回に限り
定期接種としての公費助成を受けることができます。
（６５歳、７０歳、７５歳、８０歳、８５歳、９０歳、９５歳、１００歳）

症状と治療方法

③呼吸困難、頻呼吸

代表的な症状

②汚い痰

嚥下（食べ物や水分の飲み込み）が正常

えんげ

①食事中や食後の激しい咳

に行われず、食べ物などが誤って喉頭と気

誤嚥性肺炎を起こしやすい方

などにも誤嚥のリスクがあります。

成人用肺炎球菌ワクチンの予防接種が当院でできます！

誤嚥性肺炎について

くにもと ふみお

平成２７年の厚生省の発表では、
年間肺炎死亡者数は１２万人を超え、
日本人の死因の第３位となりました。
肺炎死亡の９５％以上は６５歳以上
の高齢者であり、なかでも誤嚥性肺
炎は肺炎死亡の約７０％を占めてい
ます。
ここでは、高齢者に多い誤嚥性肺
炎について、その原因、症状、予防
法についてご紹介します。

國元 文生

特集
年間肺炎死亡者数は 12 万人超
ほたか病院 病院長

平成２９年４月現在

15:30まで

午後

ごえんせいはいえん

15:30まで

誤嚥性肺炎について

歯科衛生士の

正田医師（第2・4）

（月2回不定期）

予防と当院の取り組み
そ しゃ く

仕事

高野医師

周囲のマッサージ、咀嚼練習、
がいそう

午後

（食物を細かくなるまでよくかむ）

午前

嚥下練習、咳嗽練習（せきこむ）

※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。

天野医師

不
定
期

皮膚科

予防方法

15:30まで

当院に入院されてきた全ての
患者様に対して、口腔内の状態
をチェックしています。その中
で口腔ケアが必要と判断した場
合は、専門的な口腔ケアを実施
し、口腔機能の向上に努めてい
ます。

仕事

食べ物や水分の飲み込みが困
難な方に対し、嚥下のリハビリ

午後

など様々なリハビリテーション
プログラムがあります。

低下し、誤嚥性肺炎を発症する危

テーションを提供しています。

高草木医師

①食事中の上体挙上
食事の際は、少し前かがみにな
るぐらいの姿勢で食事を摂ること
が大切です。食後すぐに横になる
と胃の内容物が逆流を起こすこと

当院の取り組み

すでに嚥下困難を示す方や、誤

険性の高い方が多くいらっしゃい

また、その方の状態にあった食
事を提供するために、食事の形
態も検討しています。

精神科

午前

（山口医師）

（高野医師）

利根郡川場村生品 1861
℡0278－52－2141

休 診 日：日曜日、祝日、１２/３０～１/３（年末年始）

がありますので、１時間程度は上
体を起こしておくことが大切です。

②口腔内の清浄化
（オーラルケア）
口腔内を湿潤させ、また清潔に
保つことは口腔内細菌数を減らす
ために重要です。唾液分泌の悪い
高齢の方や、未治療の虫歯や歯周
病がある方では口腔内の細菌の数
が多くなります。
当院には、誤嚥性肺炎の方や、

嚥のリスクのある方に対して、言

ます。そのような方に対し、言語

えんげ

語聴覚士による嚥下リハビリテー

聴覚士と歯科衛生士が協力し、嚥

病気または加齢により嚥下能力が

ションが行われます。嚥下機能を

下機能の向上を支援しています。

③嚥下リハビリテーション

維持するために、嚥下体操、口腔

９時～１２時３０分（受付は１２時までにお願いします） 〒378－0113

診療時間：月～土

昭和大医師

午後

小林医師

午前

糖尿病・甲状腺
専門外来

笠原医師

午前

隔
週

泌尿器科

山口医師

山口医師

尾林医師

高野医師

（山口医師）

（高野医師）

山口医師（第1・3・5）

高野医師

金

内 科

（小松医師）

午後

土
木
火

外来診療担当医表
ほたか病院

歯科衛生士 茂木 めぐみ

言語聴覚士の

水
月

午前

言語聴覚士 栗田 正

特集

言語聴覚士と歯科衛生士が、患者様の口腔機能の状態を確認

