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職 場 紹 介
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地域のみなさまとともに･･･
No.

来

141

2017( 平成２9) 年

私達外来スタッフは、 患者さんやご家族の
みなさまとのコミュニケーションを大切にして
います。 患者さんの小さな変化を見逃さない
よう気づくこと、 信頼関係を築くこと、 2 つの
「きづき」 を根底に、 患者さんに寄り添う看護
ケアの提供に努めています。
また、 他病院や施設との連携体制を取り、 往診にも力を入れています。
内科の他に糖尿病、 甲状腺、 泌尿器、 精神科、 皮膚科外来があり、 他科受診のご案内を
しておりますので、 遠慮なくお問い合わせください。

2月

I L C プロジェクト 活動紹介

!!
今 月 の

いきいきサポートクラブ スケジュール

輪なげで勝ったチームがバンザイ !!

２月 ３日 （金） 豆まきイベント （手作りお面で豆まき）
２月１０日 （金） バレンタインデーティーパーティー （手作りチョコでお茶会）
２月１７日 （金） クラフトクラブ （３月のカレンダー作り）
２月２４日 （金） クラフトクラブ （ひな人形作り）
場所 ： サフラン棟１階
時間 ： 午後３時から

職員募集中

機能訓練室 （普段、 リハビリを行っているお部屋です）

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
〒378-0113

医療法人社団ほたか会

ほたか病院

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

謹賀新年

クラブ活動風景

笑顔いっぱいでお届けします♪

医療法人社団ほたか会
理事長 樋口 奈津子

会議風景

平成 29 年 1 月 26 日撮影

毎年お正月は実家に帰省するのですが、父が年末に風邪をひき、
母にうつった状態での年越しでした。ご察知のとおり、たった一日
の帰省で母から風邪をうつされました。お年玉を貰える歳ではない
代わりなのか、風邪を貰いました。
そんな幸先が不安になる新たな年のスタートとなってしまいまし
たが、ＰＡＺ ＧＲＯＵＰとしては飛躍の年初めとなります。
この四月から群馬パース大学では新たに「放射線学科」と「臨床
工学科」が増設され、群馬パース大学福祉専門学校は渋川総合病院
跡地に高山村から移転し、さらに「保育学科」が加わります。
これにより学生が地域に転居し、卒後も地域で活躍してくれる事
で人口流入の好循環が出来れば地域創生の一役を担うことが出来る
と考えています。
また、ほたか病院では群馬パース大学との連携を図ることで看護、
介護と臨床検査の質を向上させてきましたが、二学科の増設により、
さらなる医療の質が上がることが期待できます。
当院は来年で四十周年を迎えます。当時は付添者が二十四時間、
患者の身の回りの世話をするか、「付添婦」を雇わなければならない
時代で、家族や施設にとって大きな負担だった事や、近隣の病院に
迅速な対応がしてもらえず、やむなく施設入居者を目の前で看取っ
た経験をしてきた創設者である樋口建介氏が、家族や患者本人が
安心して入院加療ができる完全看護の病院を作りたいという強い
思いの基、一九七八年に「ほたか病院」が誕生しました。
「餅は餅屋」ということわざがありますが、当院の地域における
あり方とは最高の療養環境が整った高齢者医療と福祉にあります。
今年もこのほたか病院誕生の意義を忘れることなく、療養病院と
言ったら「ほたか病院」と答えて貰えるよう邁進してまいります。

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、 昨年の９月よりＩＬＣ（I いきいき Ｌライフ Ｃケア） プロジェクトを立ちあげました。
ＩＬＣプロジェクトでは、 「いきいきサポートクラブ」 の企画 ・ 運営を行い、 クラフトクラブや歌声クラ
ブ、 イベントなどを週１回行っています。
「ほたかだより夢」 141 号より、ＩＬＣプロジェクトの活動予定や様子をお知らせしてまいります。

平成２８年度

院内研修実績報告

Training report 2016

ほたか病院では、施設基準で定められた医療安全に関する研修、また院内感染対策に関する研修以外にも職員
の知識や意識の向上のために、院内で全職員を対象とした研修を行っています。それ以外に職員個人での外部研
修参加、看護部の院内研修、リハビリテーション科の院内研修等、様々な研修を実施しています。

Date

Target

Content

2016.4.4

新入職員対象

ＰＡＺグループ新人職員研修

2016.4.21

正職員対象

人事考課研修

～自己評価の記入方法～

医療法人社団ほたか会 顧問

牧 今朝義氏による、

人事処遇上の決定に必要な評定行為に関する自己評価の実施方法についての研修。

2016.5.19

全職員対象

接遇

～患者満足度アンケート結果・身だしなみ、挨拶について～

サービス向上委員会による、患者様家族にご協力を頂いた患者満足度アンケートの集計
結果、職員に実施した挨拶チェック表の集計結果の公表と分析についての発表。

2016.6.17

全職員対象

院内感染対策①

～感染対策～

国立感染症研究所

感染症疫学センターの木村 博一氏による、院内感染症の基本と

対策についての研修。

2016.7.22

全職員対象

医療安全管理①
昭和大学病院

～医療事故調査制度～

クオリティマネジメント課

浅川 悦久氏による、医療事故調査制度

の内容や、昭和大学病院でのこころみについての研修。

2016.7.25

新入職員対象

ＰＡＺグループ新人研修

2016.9.15

全職員対象

個人情報保護
群馬パース大学

３ヶ月研修

医療安全管理②

～インシデント・アクシデントレポート～

医療法人社団ほたか会

事務局長

井上 正氏による、医療現場においてのインシデ

ント・アクシデントについて、それらのレポートが、再発防止の目的で、最終的には医
療の安全確保と医療の質の向上に繋がることについての研修。

2016.10.17

新入職員対象

ＰＡＺグループ新人研修

2016.10.20

全職員対象

院内感染対策②

６ヶ月研修

～病院間の連携～

松井 奈美氏による、利根沼田地域の感染対策地域連携について、

標準予防策と感染経路別予防策についての研修。

医療安全管理③

～医薬品の安全対策～

杏林製薬株式会社の松原 新弥氏による、わずかな注意不足が重大な事故に繋がる
医療従事者の性格特性を診断し、考えられるヒューマンエラーとその予防策についての研修。

2016.11.17

医療従事者

医療安全管理④
群馬パース大学

～医療機器の安全対策～
芝本 隆氏による、電気が必要不可欠な病院における、医療機器の

安全使用に関する知識についての研修。

医療安全管理⑤
株式会社

～医療ガス～

星医療酸器の中山 弘行氏による、医療現場で使用する、酸素、笑気、空気、

吸引等の医療ガスボンベの正しい使用法についての研修。

2016.12.8

全職員対象

Autumn festival 2016

平成２８年１１月６日にほたか病院にて８回目となる秋祭りを開催
いたしました。今回はご参加してくださる方を更に拡大すべく、利根
沼田及び近隣地域に新聞折込によるお知らせを行いました。その効果
もあり、５４９名の方にご来場いただき、前年の２５０名を大幅に
上回る結果となりました。
外部からは沼田女子高校声楽部や利根
商業高校吹奏楽部の皆様がボランティア
として参加いただき、大変好評でした。同様に「小松姫」や「かわた
ん」、「どケンくん」とのゆるキャラ記念撮影も大変喜ばれておりまし
た。２２１名の方にアンケートのご協力をいただき、その結果満足度
上位となったのは骨密度、血管年齢、身体の成分チェック、高齢者疑
大人気の各種測定コーナー
似体験、身体のゆがみチェック等の普段体験できないブースでした。
測定機器の台数や人員不足もあり、長時間お待ちいただく場面が多々
ありましたが、皆様からのご意見やご要望を参考にし、内容の充実を
図ってまいりますので、ぜひ次回のご参加をお待ちしております。
最後に、ご来場された皆様、ご協力をいただいた川場村役場、
沼田商工会議所の皆様、取引企業の皆様、ボランティアの皆様に厚く
御礼申し上げます。
総務課長

野村 勝志

ゆるキャラと記念撮影♪

根生 とき子氏による、医療スタッフに関する守秘義務について、

事例を取り上げた研修。

利根中央病院

第 8 回 ほたか病院 ・ 武尊荘秋祭り開催

院内感染対策③

～インフルエンザとノロウイルス～

株式会社リブドゥコーポレーション

野呂 千鶴氏による、インフルエンザとノロウイルスに

ついて、その予防策や発生時の対応についての研修。

2017.3.15

新入職員対象

ＰＡＺグループ新人研修

１２ヶ月研修（予定）

2017.3.16

医療従事者

身体拘束に向けての取組（予定）
ほたか病院身体拘束検討委員会からの報告

ほたか会 三輪会活動

Activity introduction
１１：００

三輪会は、ほたか会に勤務している職員の、能力向上や職員間の親睦を深めることを目的とした組織
です。活動内容として、隔年での研修旅行または懇親会・慶弔見舞い・法人イベントへの協力・施設周
辺屋外清掃等を行っています。
本年度は、懇親会としてボーリング大会を 10/21・28・11/11 の３回行いました。200 名以上の会員
が参加し、身体を動かしながら親睦を深めました。
施設周辺屋外清掃では、4 月～ 10 月の期間に月 1 回実施しています。定期的に近隣地域の美化を行う
事で、法人としての地域貢献も担っています。
ほたか会へのイベント協力では、新入職員歓迎会・忘年会の運営補助、余興の企画実施を行いました。
余興では、各会員で集まり練習し、楽しい時間を作り上げました。特に新入職員歓迎会では、新入職員
が主体的に意見を出し合いゼロから余興を作り上げることで、新入職員の問題解決力向上に繋がったの
ではと考えます。
白熱するボーリング大会
屋外清掃は敷地外も行います
以上のように、三輪会の活動を通し
親睦を深める事によるチームワーク
向上、清掃での定期的な地域貢献、
イベントを計画・実行する事での
問題解決力向上等、三輪会活動が
質の高い業務を行う為の良い環境
作りになればと考えております。
平成 28 年度会長

八木澤 雄太

ほたかだより読者の方より御寄付を頂きました。
Ｏ様より御寄付をいただき、深く感謝申し上げます。「ほたかだより夢」から、ほたか
病院の魅力を多くお伝えしていけるよう、努めて参りたいと思います。

