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「若い力が溢れるリハビリテーション科」

リハビリテーション科
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No.

当院のリハビリテーション科は、 理学療法士

2016( 平成２８) 年

7 名、 作業療法士 3 名、 言語聴覚士 1 名、 計

11月

11 名のリハビリテーションスタッフが勤務し、
病気やけがによって身体の機能に障害を持った

頑張ってます感染対策！ ～ 安心で安全な療養環境を維持するために ～

方に対して、 入院 ・ 外来リハビリテーションを提
レクリエーション風景

供しています。
9 月からは病棟担当制を導入し、 病棟で集団

機能訓練室

リハビリテーションを行ったり、 トイレ動作 ・ 入浴
動作などの日常生活動作の自立に向けた取り組みを行っています。
当法人の目標、 「美しく ・ 健やかに ・ 元気で老いることを支える医療」
を実行できるよう、 若い力を合わせ頑張っています！

医療法人社団ほたか会
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紙一重、

判って傘寿

今年度の三輪会では、 レクリエーションとして 10/20、 10/28 と 11/11 の
３回に分けてボーリング大会を行いました。
普段一緒に働いている職員や、 あまり会話する機会の無い職員とも身体を
動かしながら良質なコミュニケーションを図ることで、 私たちが充実した仕事
を行える良いきっかけになりました。
三輪会会長 八木澤 雄太

死ぬることとは

※写真は 10 月に行われたもの

生きることと
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ボーリング大会 開催！
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院内感染防止対策委員会
当院における感染対策が本格的に始動したのは、平成２４年６月に発生した多剤耐性アシネトバクタ
ーのアウトブレイク（集団感染）からです。外部から専門的な視点で評価をして頂き、物品の取り扱い
から患者様のケアに至る全てにおいて、指導を受けながら段階的に改善をしてきました。定期的に受け
る評価では、厳しい指摘もあり、「なぜここまでやらなきゃいけないんだろう」「いつになったら良し、
という返事が頂けるのだろう」と途方に暮れる毎日でした。研修による知識の向上と、マニュアルによ
る手技の統一は、４年という歳月をかけて実りあるもの（結果）となりました。感染対策で一番重要と
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される手指消毒では、業務中の手指消毒が習慣化され、アルコール使用量は利根沼田の７病院でトップ
となっています。
毎年、猛威を振るうインフルエンザやノロウイルスの発生においても年々発生率が減少し、昨年のイ
ンフルエンザでは患者様の発生はゼロ、新型ノロウイルスにより集団感染が懸念されていましたが、３
名の発症で食い止めることが出来ました。

職員募集のご案内

MRSA や緑膿菌という聴き慣れた細菌に加え、様々な耐性菌が出てきている現在、感染対策に終わりは

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？

看護師

准看護師
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担 当 ： 総務課 永井
お気軽にご連絡ください

ありません。約９９％が何らかの援助を必要とする患者様を受け入れている当院において、職員の手を
介して感染を拡大させてはいけません。患者様・ご家族様が安心して治療を受けて頂ける様に、今後も
職員一丸となって感染対策に取り組んでいきたいと思います。

副看護部長

松谷 信枝

～ インフルエンザ対策をする季節となりました ～
・予防接種を受けましょう
（症状が軽く済みます）
・マスクを着用しましょう
（飛沫感染を予防します）
・鼻をかんだ後は手を洗いましょう
（接触感染を予防します）
・早めに受診しましょう
（高熱が出ない傾向です）
リハビリテーション科職員への吸引研修
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國元 文生 病院長のお話

director of a hospital

迷走した台風もどこかへと消え去り、急に寒くなってきました。しば
らくは錦秋を楽しめそうです。
この夏、高齢者治療を行う私たちにとって看過できない事件が 2 つ起
こりました。ひとつは 7 月 26 日に相模原津久井やまゆり園で起こった
障害者殺傷事件であり、もうひとつは 9 月 20 日同じく神奈川の大口病
院で起こった点滴内異物混入によると思われる入院患者死亡事件です。
津久井やまゆり園は 157 人の障害者を収容する施設ですが、深夜に重複障害者の 45
人が襲われ、19 人が死亡しました。この事件は、犯人の残忍性が際だっていただけで
はなく、「人には生きている限り希望がある」という理念で長い間高齢者治療にあたっ
てきた私たちに大きな衝撃を与えました。不気味な事件を引き起こした犯人の言い分
は、「社会資源を浪費するだけの人間を減らし、それを非障害者に配分すべき」という
ことらしいのですが、マスコミやいわゆる知識人、教育者、宗教家などから、犯人の
考えを強く糾弾する声も上がらずある政治家などは、「わからないこともない」などと
発言し大きな問題となりました。このような状況では今後こうした犯人の考えに呼応
する輩がでてくることもあるかも知れませんので社会全体に注意が必要です。
もうひとつは大口病院の事件です。この病院は一般病床 42 床、療養病床 43 床、総
病床数 85 床の高齢慢性期患者治療施設であり、ほたか病院と構成が類似しています。
3 ヶ月の間に 50 名の高齢入院患者が亡くなったため、詳細はまだ捜査中とのことです
のでここで言及することはできませんが、突発的な事件でないとすれば犯人の精神状
況が気になります。環境要因の改善により犯行を防止できたのかどうかは、今後事件
が解明されるに従い明らかになってくると思います。いずれも高齢者が犠牲になった
ということでも無視できない事件です。今後国内で障害者や高齢者などを社会がどう
支えていくか議論が沸き上がるべきですし、また私たち医療スタッフも見識を共有し
ておくべきと考えます。
病院長 國元 文生

介護職員に密着！

adhesion coverage

当院のような地域の慢性期医療を担う病院（療養型の病院）では、医療の提供とともに
「快適に送れる生活の支援」が大変重要な位置づけとなっております。当院のチーム医療を行
う中で介護職員の役割は大きく、質の高い「介護」が求められています。

５Ｆ病棟の木榑さんに取材を行いました！

移乗 ・ 食事準備

食事介助

患者さんの状態に合わせて、
移動のお手伝いをします。

患者さんのペースに合わ
せて行っています。

昼

食

ほっと一息ランチタイム♪
話が盛り上がります。

１２：００
１１：００
１３：００
９：００

入浴介助

木榑さんの
1 日に密着！ １５：００
レクリエーション

８：３０

on-the-job training
１６：００

Ｓｔａｒｔ!!

高校生 1 日職場体験を
2 日間の日程で開催し、
26 名の方にご参加いただ
きました。
（看護 15 名・検査 3 名・
リハビリテーション 8 名）
例年に比べ少人数での
開催となりましたがその反面、体験コーナーの時間帯に余裕が持てたことから、アンケ
ート調査での最高評価である「大変よかった。」の回答を参加者全員からいただくこと
ができました。
最初は緊張した様子でしたが、時間の経過とともに高校生の笑顔と生き生きとした様
子が伺え、職員一同大変感動し、今後の励みとなりました。
来年に向けさらに内容の充実化を図り、体験者に「将来医療人として働きたい。」とい
う強い意識付けができますよう取り組んで参ります。
総務課長 野村 勝志

平成２８年１０月現在

当院 （併設の老人保健施設 武尊荘含む）
の看護部看護介護科の職員の内、
約４割の職員が介護の業務に従事
していることがわかります。 その内、
約９割の職員が介護福祉士の資格
を持っています。

療養病棟に勤務して、8 年目に
なります。患者さんの笑顔やご家
族から感謝の言葉を頂けることが
自分の一番のやりがいです。
ぐんま認定介護福祉士や、喀痰吸
引等実地研修を修了しました。
取得した資格を活かして日々頑張
っています !!

皮膚状態の確認も行います。

高校生 1 日体験学習 (8 月 5 日 ・ １２日）

看護部看護介護科職員内訳

季節に合わせたイベントを
企画しています。

１７：００

情報収集
ケアをするために欠かせないこと。
１７：３０

Ｆｉｎｉｓｈ！
「お疲れ様でした♪」

夜勤者への申し送り
今日の業務の報告を
正確に夜勤者へ伝えます。

11 月 19 日（土）10:00 ～ 12:00
介護職員のお仕事説明会開催！
ぜひご参加ください !!

排泄介助
１日 （日勤帯） ３回行っています。

当院 ( 併設の老人保健施設 武尊荘含む）の資格保有者

・ぐんま認定介護福祉士
・喀痰吸引等指導者講習修了者

４名
７名

