医療法人社団ほたか会 ほたか病院

「患者さまに合わせた透析ライフを目指して」

職場紹介

透析センター

No.

透析室では 12 名のスタッフが勤務しており、多職種のスタッフで
連携を取りながら治療を行っています。透析治療を行う中で、患者

2016( 平成２８) 年

８月

さんが質の高い日常生活を送れるようコミュニ
ケーションを図り積極的に状態を把握し治療に
役立てることで、患者さんと共に最適な医療を

139

永年勤続 10 年北海道旅行

平成 28 年 6 月 23 日〜 25 日

実施していけるよう目指しています。
当院では、12 床で透析を行っており、外来患
者さんへの病院送迎サービス、入院透析、関連
施設の入所透析、旅行透析などにも対応してお
り、各生活スタイルに合わせた選択が可能です。

ほたか会 就業体験のご案内

インターンシップ プログラム
9Days!!

ＡＭ９ ： ００～ＰＭ１６ ： ３０

看護師 ・ 准看護師 ・ 訪問看護師 ・ 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、 または資
格をお持ちの方、 無資格の方も歓迎いたします！

11/6
( 日）

当院では、 地域のみなさんとの繋がり
を深めるため、 今年度も秋祭りを実施

します！入院、 入所されている方とそのご家族、 地域
の皆様に楽しんでいただけるようなお祭りにできるよう、

｢あー幸せ。｣「美味しい！」「楽しいな。」三日間の中で何度この言葉を口にし、心の中で思った事だろう。

実行委員が現在企画を考案中です！昨年度大好評であ

日常を離れ、北海道という雄大な自然の中で見た景色に感激し、何を食べても美味しく皆笑顔だった。五

りました、 各種測定 （骨密度、 血圧、 血糖値チェック、

島軒では香り高く美味しいカレーを食べた。函館名物のイカ刺しは透き通っていて、こりこりとした食感

8/30

8/31

９/１

９/２

９/５

インボディ検査） などは今年度も引き続き実行する予定

は今まで食べた事のない美味しさだった。ホテルでの朝食は、日本一美味しい朝食バイキング！というだ

（火）

（水）

（木）

（金）

（月）

です！！どなたでもご参加できますので、 お気軽にお越し

けあってどれを食べても美味しく、つい食べ過ぎてしまった。中でも、大きなお皿の中にあるいくらを好

９/６

９/７

９/８

９/９

ください。

きなだけすくって食べた海鮮丼は、まさに至福の時だった。洞爺湖ではきれいな景色を見ながらの優雅な

（火）

（水）

（木）

（金）

イベント内容は決定次第、
お知らせいたします！どうぞお楽しみに♪

詳細 ・ 申込みはホームページへ

ランチ。とてもリッチな気分で幸せだった。定山渓温泉の旅館での宴会。宴会では、今まであまり言葉を
交わしたこともなかった職員同士がすっかり打ち解け大いに盛り上がった。その中で聞いた総長の仕事に
対する姿勢や考え方は、とても深く私の心の中に刻まれた。
北海道での最後の昼食はジンギスカンだった。皆美味しそうに肉をほおばっていた。美味しい肉とビー
ル ! 最高の組み合わせだ！函館では石畳の坂道や、歴史を感じるれんが建築の金森倉庫での散策。楽しみ
にしていた函館山の夜景はあいにくの天気で真っ白だったが、それもまたいい思い出となった。朝市では、

職員募集のご案内

威勢の良い店の人達とのやりとりが楽しかった。洞爺湖の水の青さは、目が覚める程の美しさだった。車

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

介護福祉士

介護職員（資格をお持ちでなくても OK ！）

診療放射線技師

薬剤師

理学療法士

作業療法士

保育士（パート）

運転業務（パート）

勤務地 ： 利根郡川場村
電 話 ： 0278-52-2141

保健師

言語聴覚士

担 当 ： 総務課 永井
お気軽にご連絡ください

窓から見える広大な畑はまさに北海道！あと何年か先だと思っていた永年勤続研修旅行は、想像していた
ものよりもはるかに楽しく美味しい旅行だった。初対面の方もいた 21 名の職員の方々とも、時間と共に
自然に打ち解け、旅行の終わりの時には何とも言えないさみしさを感じた。また、10 年後に会えるとい
いな。それを励みにまたがんばろう！

ほたか病院

看護部看護介護科

須藤

比呂江

1 日目

～函館空港～五島軒（昼食）～五稜郭公園～～函館山夜景～ラビスタ函館ベイ（泊）

2 日目

～ラビスタ函館ベイ～ウインザーホテル洞爺（昼食）～サイロ展望台～定山渓温泉（泊）

3 日目

～定山渓温泉～小樽（散策）～サッポロビール園（昼食）～新千歳空港

発行人
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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

医療法人社団ほたか会

ストレスチェックを開始しました

ワークショップ開催

ほたか病院

「平成 28 年度ワークショップ～自分たちの施設を誇りに思うには～」
平成 28 年 7 月 29 日（金）・30 日（土）、平成 28 年度第 1 回ほたか会ワークショップが開催されました。
「ワークショップ」という言葉も耳馴れ、ほたかの一大イベントとなりました。4 回目となる今回のワー
クショップには、各事業所から人選された 32 名の職員と運営スタッフ 5 名の 37 名が参加しました。二
日目には樋口総長に総評および講演をいただき、盛況のうちに終了させることができました。
ワークショップでは、「自分たちの施設を誇りに思うには」というテーマに対し 1．問題点の抽出、2．
改善策の検討、3．行動計画作成という流れでグループに分かれディスカッションし模造紙にまとめ、
セッションごとに全グループが集合し発表・討論するという手法をとります。話したことのない職員や
顔も知らなかった職員のグループ編成の中、最初はぎこちなさが見られたものの、セッションを重ねる
たびに「自分の働く職場を誇れる職場にするために」活発なディスカッションや発表・討論の様子から、
力強さを感じると共に、ほたかの将来が明るい未来であることを思わせてくれた二日間でした。各グル
ープの行動計画を実行に移すことが「医療法人が目指す未来」の土台の一つとなるに違いありません。
行動計画の実現に向けて、どこのグループが最初に一歩を踏み出すのか楽しみです。
看護部長 関 妙子（タスクフォースとして参加）

平成 27 年 12 月より、労働者 50 人以上の
事業所についてストレスチェックの実施が
義務化されました。これは、労働者のスト
レスを把握し、ストレスの原因となる職場
環境の改善につなげるための制度です。
ほたか病院健診センターでも、この 7 月
からストレスチェックを実施しております。
調査票の 57 項目の質問項目にお答え頂く事
により、
「仕事のストレス要因」
「心身のスト
レス反応」
「周囲のサポート」の３つの領域
について、ひとりひとりのストレスの状態の
把握をして頂くほか、職場単位のストレスの
傾向の分析などを行います。
労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止
し働きやすい職場を実現することは、生産性
の向上にもつながります。当院の健診センタ
ーで実施をご希望される場合は、下記までお
気軽にお問い合わせ下さい。
入津

受検者

実 施 者
実施事業所様専任の
産業医等

受検者リスト

チェックシート
提出用封筒
対象者へ配布
マークシート記入
提出用封筒へ封入

チェックシート回収
送付&提出

判定
個別結果
通知書

高ストレス者
抽出リスト

結果受領

高ストレス判定

結果受領

面接指導の案内
面接指導の申し出

集団的分析

事務部長

ストレスチェックを実施する事業所様
実施事務従事者

面接指導の手配

面接指導

結果受領

面接指導の結果

由里子

ほたか病院 健診センター
℡０２７８－５２－３６０１（健診センター直通）

職場環境改善の
取り組み
就業上の措置等

当院の実習受け入れについて
中学生職場体験実習を
受け入れて

ン交換・入浴介助を見学して貰います。医療的な

副看護部長
兼 ６階病棟科長

の介護福祉士が手本となれる様に介護の質の向上

松谷

信枝

介助が求められる介護現場において、ほたか病院
に努めて行きたいと思います。

中学生の職場体験実習を受け入れ、今年で２年
目になります。医療や福祉に関心をもち、実際の

看護部

看護ザウルス賞

授賞式レポート

現場を見てみたいと、実習に来てくれた学生さん
４名と関わりました。お礼の手紙の中には、
「私
も皆さんの様な優しい看護師になるために、これ

5 月 25 日

第 4 回「看護職のワーク・ライフ・バラン

喀痰吸引等実地研修について

から一生懸命頑張ります」
。と嬉しい言葉が綴ら

４階病棟科長

加藤

積良

平成 24 年 4 月から法改正により一定の研修を

ス（WLB）推進カンゴザウルス賞」の授賞式に WLB 推進

れています。学生さんの夢が現実として感じられ

終了した介護職員が施設での「喀痰吸引」や「経

チームのコアメンバー 3 人で出席し、表彰状とカンゴ

る、そんな実習環境を整えて行きたいと思ってい

管栄養」を行うことができるようになりました。

ザウルス人形を頂いてきました。同賞は、看護協会主催

ます。

平成 27 年 11 月から当院療養病棟において実地研

の看護職の WLB 推進ワークショップ事業に参加し、且つ
3 年間取り組みを続けた全国 145 施設に授与されました。
当院は 4 年目に入ります。看護職だけではなく組織全体

修を受け入れ、群馬県の喀痰吸引等指導者講習を

見学実習について
４階介護福祉士主任

修了した 5 名の職員が指導に携わっております。
関

暁夫

で働き続けたくなる職場、仕事と家庭の好循環を目指し
ていきます。

医療センター科長

阿部

奈津子

当院での実地研修については、群馬県各施設か
ら受講者を受け入れ、現在 13 名（7 月末）が研修

パース福祉専門学校から見学実習を受け入れ今

終了しております。その方達が知識、技術を身に

年で２回目となりました。学校で学ぶことの出来

付け現場で活躍できるよう、これからも私達指導

ない、患者さんを対象とした、オムツ交換・リネ

者が支えていきたいと思います。

