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病院病院病院病院からのおからのおからのおからのお知知知知らせ・ニュースらせ・ニュースらせ・ニュースらせ・ニュース    

 

 病棟薬剤業務実施加算病棟薬剤業務実施加算病棟薬剤業務実施加算病棟薬剤業務実施加算のののの算定算定算定算定をををを開始開始開始開始    

 当院では今年１１月より、病棟薬剤業務実施加算の算定を開始しました。 

 病棟薬剤業務とは、全病棟に専任薬剤師を配置し、チーム医療の一員として患

者様に最適な薬物治療を提供することを目的としてい

ます。今までも、病棟で入院患者様への服薬指導は

行っていましたが、今後は積極的に病棟での業務関わ

り、カンファランスや回診、申し送り等への参加をす

ることで薬の専門家として患者様の薬物治療に貢献し

ていきます。 

 入院中、お薬のことで気になることがありました

ら、専任薬剤師にお気軽にお声かけください。 

第第第第２２２２回地域連携回地域連携回地域連携回地域連携のののの集集集集いいいい開催報告開催報告開催報告開催報告    

 １１月１日（金）にアンジュールハウスにて第２回

地域連携の集いが開催されました。当日は院外、院

内より１００名以上を超える方々にご参加頂きまし

た。本イベントは連絡会・懇親会の２部に分かれて

開催させて頂きました。 

 第１部は連絡会として、当院長からの挨拶に始ま

り、川村副院長より地域連携実績、リハビリテー

ション科木原より当院のリハビリテーションの取り

組み、最後に田中理事

長より今後の展望をお

話させて頂きました。 

 第２部では懇親会を

行い、熊本再春荘病院

の今村院長より乾杯の

ご挨拶を頂き、その後

は立食形式で各々思い

思いのテーブルへ移動しながら、参加者同士活発な

情報交換が行われ、交流が深まっている様子が伺わ

れました。 

 開催にあたりまして、ご支援頂いた皆様には深く

感謝致します。今後も地域に根ざした活動に励み、

来年も今年同様第３回の連携の集いが盛大にできる

よう、職員一同頑張って参ります。誠にありがとう

ございました。 
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 職員勉強会①～医療安全研修～ 

 職員勉強会②～嚥下障害～ 

題目 医療安全研修 

   ～グループワークその２～ 

実行委員 医療安全管理委員会 

     （委員長：院長 種子田 岳史） 

 １１月１９日、医療安全研修をグループワーク形式で行

いました。グループワーク形式での医療安全研修は８月の

医療安全研修に引き続き２回目で、参加する職種は医師、

看護師、リハビリ職員から事務部まで全職員が対象となっ

ています。 

 研修では、実際にあった転倒・転落について報告を行

い、どういう対策を行っていれば防ぐことが出来たかを、

グループ毎で話し合いまし

た。その後、代表のグループ

が話し合った結果を発表し、

発表がなかったグループについてもレポートを提出。話

し合われた内容は、今後の業務に活用されるという流れ

になっています。グループワーク形式を取ることによ

り、職員が医療の安全に対しより考えるきっかけになれ

ばと考えています。 

演題 嚥下障害 

講師 医療法人田中会 

   理事長 田中 英一（田中耳鼻咽喉科 院長） 
 

 １０月２４日、当院の田中理事長より今年第２回目とな

る嚥下研修がありました。前回は嚥下の生理についてでし

たが、今回は嚥下障害を演題に、病院職員が１００人以上

参加し開催しました。 

 前回の広報誌でも紹介しましたが、食べ物を口に入れ、

胃に至るまでの一連の過程を嚥下と言います。嚥下が出来

なければ栄養を取ることが出来ませんから、体の中でとて

も重要な機能の１つです。 

 講演では、主に映像を用いながらの説明があり、嚥下時

に上手く呑み込めず喉に詰まる映像から、嚥下のリハビリ

を行った後の嚥下の映像を比較し、嚥下のリハビリ効果に

ついても話がありました。嚥下障害は誤嚥性肺炎の原因と

なるため、言語療法士や看護部が中心となり、口腔ケアを

行うことで、嚥下障害の防止または抑制に努める必要があ

ると再認識致しました。 
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病院内外イベントレポート病院内外イベントレポート病院内外イベントレポート病院内外イベントレポート    

 職員旅行in長崎・福岡 

 熊本県病院対抗ソフトボール大会 初出場準優勝！ 

 ９月～１１月にかけて、約１０年ぶりとなる職員旅行が

開催されました。１泊旅行は２班、日帰り旅行は３班に分

かれ、合計１２８人が参加しました。 

 １泊旅行では諏訪神社、南山手散

策、有田焼の湯呑絵付け体験等を楽

しみました。日帰り旅行では、太宰

府天満宮、福岡市内でランチブッフェ、ショッピングを楽し

みました。久々の職員旅行ということもあり、参加した職員

は日頃の業務を忘れて楽しく参加している様子でした。 

１０月１３日（日）に、熊本県病院対抗ソフトボール大会が開催されました。

２０チーム以上が参加した中、当病院も今年５月に発足したソフトボール同好会

が参加しました。 

 参加メンバーも最初は１勝を目標に参加していましたが、気づけば予選リーグ

を２戦全勝で勝ち上がり、決勝トーナ

メントへ。準決勝は最終回、代打３ラ

ンホームランもあり逆転勝利！見事準

優勝を果たしました！ 

 今後は部として認められ、当院も部

署間の垣根を越えた交流のため、さま

ざまな活動を部として奨励していく予

定です。広報誌もこれを機に職員の色

んな活躍を取り上げて行ければと思っ

ています。 本当におめでとうござい

ました！ 

 夏祭り開催の御礼 

 ８月１７日（土）に当院恒例の夏祭りが開催されまし

た。当日は患者様をはじめ、患者様のご家族または近所の

皆様にもご参加頂き、九州看護福祉大学の飛羽隊（とっぱ

たい）の皆様による出し物、大津太鼓の清流会の皆様によ

る太鼓演奏をはじめ、さまざまなイベントを開催し、盛況

のうちに幕を閉じました。夏祭りをはじめ、今後も地域に

密着した医療を目指して取り組んで参ります。参加頂いた皆様、そしてボランティ

アでお手伝い頂いた皆様、本当にありがとうございました。 
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 日中も冷え込み、風邪を引きやすい季節となりました。旬の食材は他の季節より

も栄養価が高くなるようですので、栄養をしっかり補給して冬に備えましょう！ 

各問題各問題各問題各問題のののの中中中中にににに旬旬旬旬のののの食材食材食材食材がががが１１１１つだけつだけつだけつだけ含含含含まれていますまれていますまれていますまれています    
答えは上部に掲載しています    

第第第第１１１１問問問問    

琵琶琵琶琵琶琵琶((((びわびわびわびわ))))    

桃桃桃桃((((もももももももも))))    

柿柿柿柿((((かきかきかきかき))))    

第第第第２２２２問問問問    

筍筍筍筍((((たけのこたけのこたけのこたけのこ))))    

萵苣萵苣萵苣萵苣((((レタスレタスレタスレタス))))    

白菜白菜白菜白菜((((はくさいはくさいはくさいはくさい))))    

第第第第３３３３問問問問    

勘八勘八勘八勘八((((かんぱちかんぱちかんぱちかんぱち))))    

鰈鰈鰈鰈((((かれいかれいかれいかれい))))    

鯵鯵鯵鯵((((あじあじあじあじ))))    

旬旬旬旬のののの食材食材食材食材クイズクイズクイズクイズ    １１ １１ １１ １１ ・ ・ ・ ・ １２１２１２１２月編月編月編月編（（（（パートパートパートパート５５５５））））    

各部署紹介各部署紹介各部署紹介各部署紹介    ～～～～訪問看護訪問看護訪問看護訪問看護～～～～    

ウスベニアオイ  

花言葉：柔和なここ

【答え】第１問・・・かき 第２問・・・はくさい 第３問・・・かんぱち   

○業務内容 

当ステーションは、住み慣れた自宅で安心して療養生活が送れるように日々訪

問看護サービスを提供しています。具体的には、入院中の退院支援・在宅での専

門的な医療処置・住宅環境設定・生活リハビリ・在宅看とりなど細やかに対応し

ています。また２４時間いつでも相談・対応できる体制もとっています。 

利用者様・ご家族との信頼関係を大切にし、一人一人の思いに真摯に向き合

い、在宅での生活を安心して送ることができるように

お手伝いしています。 

～在宅には看護の原点があります～ 

笑顔を大切にし、迅速かつ柔軟な対応を 

心掛けています。 

 ＜看護師４名・理学療法士２名＞ 
 若さ溢れるスタッフで、よりよいケアを

目指して切磋琢磨の日々です。 

 それぞれの個性を生かし、一人の利用者

様をチームみんなで支援できる体制に取り

組んでいます。 
 

 ＜部署内から一言＞ 
入院中に帰ってどうしよう…と感じた時、

在宅療養中に困った…と感じた時、どんな

些細なことでもご相談下さい。 

私達にできることはお手伝いします。 
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外来担当医のご案内外来担当医のご案内外来担当医のご案内外来担当医のご案内         

※1診療担当は変更になる場合がございます。   

※2予約診療は、電話で受け付けます。但し、急患はこの限りではありません。 

※3耳鼻咽喉科の毎週木曜日のめまい外来は、完全予約制です。電話にてご予約ください。 

～外来受診の際はあらかじめご確認の上ご来院ください～ 

H25H25H25H25年年年年12121212月月月月1111日～日～日～日～ 

月 火 水 木 金 土 

午 前 午 後 午 前 午 後 午 前 午 後 午 前 午 後 午 前 午 後 午 前 午 後 

外 

来 

担 

当 

医         

総 

合 

外 

来   

1診 種子田     種子田 種子田      松尾 水流添  前田 

当 

番 

医   

当 

番 

医   

2診  松本 川村  松尾 本池 本池 冨田   川村 松尾 

3診 冨田    東 冨田     

5診    前田  水流添 松本     水流添 松本  松本      

6診           

専 

門 

外 

来 

循環器科   堀内  藤末      

大嶋 

野田  

木村 

優一    

     休診  

休診 

呼吸器科   内田          内田  貞松    東    

物忘れ       田中    

佐藤 

第1・3週  

   冨田 

佐藤 

第2・4週 

禁  煙  内田         

休診   巻き爪        川村   

整形外科 木村  休診  清原  木村  清原 木村 木村 清原 木村 清原  

耳鼻咽喉科 休診    休診 小野 小野 村川 休診 

めまい

小野 

めまい

小野 

小野 小野 

熊大 

担当医

(1名) 

休診 

健   診 水流添 

水流

添 

本多 

本多  

水流添 

本多 

本多 

水流添 

本多 

本多 

水流添 

本多 

本多 

水流添 

        

内 視 鏡   前田  水流添  前田  中山          

田端 

第4週 

○これからの時期、各地のマラソン大会に出没してます。みなさんもマラソン大会に参加してみませんか？（久米） 

○今回の記事掲載にご協力頂いた皆様、ありがとうございます。今後も原稿を依頼することがあるかと思いますが、 

  ご協力よろしくお願い致します。（橋本） 

○ソフトボールの準優勝本当に凄かったです。そして、気づいたら一緒にユニフォームを着ることになっていました（笑） 

  優勝目指して頑張ります！（生松） 

○冬の定番、鍋の美味しい季節になりました。温かい食べ物をたくさん食べて、厳しい寒さを乗り切っていきたいです。（中嶋） 

【耳鼻科】【耳鼻科】【耳鼻科】【耳鼻科】    

診療時間：診療時間：診療時間：診療時間：    (午前：9時00分～12時30分、午後：13時30分～17時30分) 

受付時間：受付時間：受付時間：受付時間：     ※初診の方（１ヶ月以上受診がない方） 

  （午前の受付：11時00分迄 午後の受付：16時迄） 

   ※再診の方 

  （午後の受付：11時30分迄 午後の受付：16時迄）   

【耳鼻科以外】【耳鼻科以外】【耳鼻科以外】【耳鼻科以外】    

診療時間：診療時間：診療時間：診療時間：    (午前：9時00分～12時30分 午後：13時30分～17時30分)  

受付時間：受付時間：受付時間：受付時間：    (午前の受付：12時00分迄 午後の受付：17時00分迄）  

武蔵ヶ丘病院診療担当一覧 武蔵ヶ丘病院診療担当一覧 武蔵ヶ丘病院診療担当一覧 武蔵ヶ丘病院診療担当一覧   

 

編集後記編集後記編集後記編集後記    


