〜 高 齢 者 向 け専 用 住 宅 〜

新年の ご挨拶
医療法人東和会小林病院
理事長 小林芳治

明 けまし ておめ でとう ござい ます︒
新 たな年 こそ︑ 昨年の ような デフレ
スパ イラル ︑イン フルエ ンザ︑ 失業と
皆さ んで心 配しな くても 良い年 であっ
てもらいたいと願っています︒
さ て︑医 療法人 東和会 小林病 院が御
当地 春日町 で皆様 方にお 世話に なり始
めて ︑早い もので 三十五 回目の 正月を
迎え たこと になり ます︒ 何とか 仕事が
続け られ︑ 閉院も せずに 役職員 一同頑
張れ るのも ︑一重 に地域 の各位 の御支
援御 指導に よるも のと︑ 深く感 謝致し
ております︒
今 後も︑ 私ども の理念 を少し でも実
現し ︑皆様 に御愛 顧頂け る病院 であり
たい と役職 員一同 念じて おりま す︒そ
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の ために はスタ ッフは サービ ス業の 原
点 にかえ って業 務の遂 行をし なけれ ば
なりません︒
各位の 御健康 と御多 幸をお 祈りし ま
す︒
二０一０年 元旦

- 創刊号 -

医療法人東和会の理念
私たちは︑皆さまが暮らし慣れた地
域の中で健やかな生活を送っていた
だけるよう︑保健・医療・介護の連
携のもとに地域の福祉の推進に貢献
することを使命としています
一．あなたにとって最良のサービス
をさせていただきます
二．科学的で︑かつ適正な保健・医療・
介護を提供します
三．地域における福祉の増進をはか
ります
四．効率の良い経営を目指します
五．職員は研鑽に努め︑明るい職場
をつくります

私共 社会 福祉 法人 東光会 は︑ 現在 ︑
春日町 にあ る介 護老 人保健 施設 サン ビ
レッジ の南 側に 高齢 者向け 専用 住宅 を
平成二 十二 年四 月開 設に向 けて 建設 中
です︒
１人 用５ ８戸 ︑２ 人用１ ２戸 の総 戸
数７０ 戸の うち ︑３ ０戸は 福山 市の 家
賃補助 対象 の地 域優 良賃貸 住宅 とな っ
ています︒
平成 ２１ 年９ 月現 在︑福 山市 の総 人
口４６ 万５ 千人 のう ち︑６ ５歳 以上 の
方は２ ２・ ３％ に当 たる１ ０万 ３千 人
で︑そ の約 半数 が高 齢者夫 婦の み︑ ま
たは一人暮 らしの世 帯となっ ています ︒
要支援 ・要 介護 認定 者数も 推計 では 約
２万人 おら れ︑ 今後 も増加 を続 けて い
くものと思われます︒
これ から 超高 齢社 会を迎 える 日本 全
体の課 題の 一つ は︑ 高齢者 がで きる 限
り住み 慣れ た地 域で 安心し て生 活が 送
れるた めの 住ま いを どのよ うに 整備 し
ていくのかという事です︒
﹁サ ービ スハ ウス サン ビレ ッジ
アネックス︵以下﹁ アネックス﹂ は
｣国
土交通 省と 厚生 労働 省の提 唱す る﹁ 住
居・見 守り ・食 事・ 介護・ 医療 の五 つ
の安心 を確 保し た住 空間構 想﹂ を担 う
べく計画いたしました︒
﹁アネックス は
｣ ︑入居される 方の毎
日の生 活の 根幹 とな る﹃住 宅﹄ です ︒
また介 護保 険上 は︑ 自立の 方も 介護 が
必要な 方も ︑自 分に 合った 生活 スタ イ
ルで過 ごす 事が でき る﹃外 部サ ︱ビ ス
利用型 特定 施設 ﹄で もあり ます ︒安 否
確認・ 生活 相談 ・ケ アプラ ン作 成等 の

診療室だより
ー広報誌創刊に向けてー
病院長 原 忠之

新年 ︑明け まして おめで とうご ざい
ます︒
この たび︑ 小林病 院の病 院広報 誌を
創刊さ せてい ただく 事にな りまし た︒
インタ ーネッ ト全盛 の時代 ではあ りま
すが︑ ホーム ページ のリニ ューア ルも
含めて ︑広報 誌を創 刊する 事で︑ これ
までに も増し て小林 病院の 情報を 知っ
ていただける事と願っております︒
﹁羅 針盤﹂ とは磁 石の作 用を用 いて
方位を 知るた めの道 具であ ります ︒医
療を取 り巻く 環境も ︑現在 の不況 とデ
フレの 中で非 常に厳 しくな ってき てお
りますが︑私 たちはこの荒波の 中でも︑
常に正 しい方 向へ導 いてく れる︑ ﹁羅
針盤﹂でありたいと願っています︒
通院 患者様 に於い ては︑ 治療を 続け
ながら も健康 で暮ら せる事 ︑入院 患者
様に於 いては ︑﹁癒 しの空 間﹂と して
の役割が果た せるような病棟で ある事︑
日々の 業務を 職員一 同が常 に改善 でき
るよう ︑頑張 ってい きたい と思っ てお

基本 サー ビス は当施 設の スタ ッフ が行
い︑ 入浴 ・排 泄・食 事等 の日 常生 活上
のお 世話 や機 能訓練 ︑療 養上 のお 世話
等は 利用 者様 の生活 スタ イル に合 わせ
て︑ 必要 な時 だけ外 部サ ービ ス提 供事
業者が介護サービスを行います︒
﹁ アネ ック ス﹂が 公的 な介 護保 険制
度を 利用 して 運営さ れる 社会 性・ 公益
性の 高い 事業 である こと を十 二分 に認
識し て︑ 地域 の皆様 の一 助に なれ るよ
う事業を行って参る所存です︒
︵社会福祉 法人東光会
事務局長 大中良彦︶

ります︒
私 が小林 病院の 病院長 に就任 して︑
もう すぐ２年に なろうと しておりま す︒
患者 様には御無 理な事を お願いした り︑
また 不愉快 な気持 ちをさ れたり と︑し
から れる事 が多い 日々で はあり ました
が︑ その中 でも励 まして いただ けた時
には 感謝の 念を思 わずに はいら れませ
んでした︒
こ れからも︑ この春日 の地におい て︑
患者 様や職 員︑ま た関連 グルー プを利
用さ れている方 々や関係 職員一同か ら︑
信頼 され︑ 期待さ れる小 林病院 になれ
るよ う︑頑 張って いきた いと思 ってお
ります︒
こ の広報 誌は年 に４回 の発行 を目指
して おりま す︒こ の中で 私自身 が考え
てい る事や 消化器 病専門 医とし ての話
題な どを披 露でき ればと 考えて おりま
す︒
今 後も︑ 今にも 増して の御指 導︑御
鞭撻 のほど ︑よろ しくお 願いい たしま
す︒
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MAP
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担当（伊藤・岡本）
お問い合わせ先：社会福祉法人東光会
℡ 084-943-3111

入居者募集！！
平 成 22年 4月 開 設
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病院案内
ー外来①ー
副院長
海野 剛

当院 の外来 は内科 と小児 科です ︒内科
の中 でも小 林理事 長と原 病院長 は消化
器疾 患と生 活習慣 病が得 意で︐ 私は呼
吸器 疾患︑ 即ち肺 の病気 が得意 分野で
す︒ また︑ 三人と も循環 器や内 分泌︑
神経 ︑アレ ルギー など他 の分野 も経験
があ ります ので内 科ほぼ 全域を カバー
しま す︒今 回は私 から呼 吸器診 療につ

東芝 線
XＣＴ装置
Ａｓｔｅｉｏｎ／Ｓｕｐｅｒ４

職員紹介

六月採用︼

平成二十一年度採用

︻高橋浩伸ー介護福祉士

は じめまし て︒この 度小林病 院で勤
務さ せてい ただく ことに なりま した高
橋です︒
最 初は仕 事や周 りの環 境に馴 染んで
いけ るか心 配でし たが︑ 職員の 皆さん
が明 るくい つも声 をかけ てくだ さった
ので ︑少し ずつで すが慣 れてい くこと
が出来ました︒
まだまだ未熟者ですが︑精一杯頑張っ
てい きたい と思い ますの でよろ しくお
願いします︒

︻薬師寺明子ー介護福祉士 六月採用︼

六 月中旬 より︑ 当院介 護職と してお
世話 になっ ており ます︒ まだ不 完全な

栄養教室

佐藤眞佐美

この 度小林 病院広 報誌を 発行す るに
あたり ︑連携 室だよ りを担 当する こと
になり ました ︒まず は簡単 にです が︑
自己紹介をさせていただきます︒
１０年前 ︑当 院に就 職し︑ 病棟 ︑外
来勤 務を経 て︑平 成 １６年８ 月よ り看
護師長 に就任 し︑日 々皆様 に支え られ
見守ら れなが ら仕事 をして おりま す︒
平成 ２１年 ７月 より地 域連携 室を 兼務
してお ります ︒はじ めての 方も多 いと
は思い ますが ︑よろ しくお 願い致 しま
す︒
地域 連携室 の仕事 は︑他 院から のご
紹介に よる入 院︑当 院退院 時のサ ービ
ス調整 ︑東和 グルー プ内の 連携等 行っ
ています︒
当 院の病棟は︑急性期一 般の病院と
は違い 療養型 医療施 設です ︒発症 後急
性期治 療が済 み︑病 状が安 定し︑ 自宅
復帰ま でにも う少し 時間を 要する 方が
療養される場であります︒療養型といっ
ても病 院なの で一般 的な治 療は受 ける
ことが出来ます︒

看護師長

連携室だよ り

今 回は﹁ 月〜 翌年 １月の 冬場 に多
発する ノロウ イルス 食中毒 ﹂につ いて
お話します︒
ノロ ウイル スは大 変小さ く︑人 の腸
で増え て食中 毒を起 こしま すので 少量
でも体 内に入 ると食 中毒を 発症し てし
まうと いう厄 介者で す︒発 症する と吐
き気 ・嘔吐 ・下痢 ・腹 痛︑ ３８度 以下
の発 熱が みられ ︑通 常 １〜 ２日で 治癒
します ︒しか しその 後約１ 週間は 糞便
中にウ イルス が多量 に排出 される ので
注意が必要です︒
感染 源は︑ 感染者 の糞便 や嘔吐 物を
介して 人から 人への 感染が 最も多 く︑
全体の 約６割 を占め ていま す︒続 いて
牡蠣な どの２ 枚貝の 生食や ︑ウイ ルス
に汚染 された 食品・ 飲料水 ・調理 器具
からの感染も多くみられます︒

いて紹介します︒
わが国で呼吸器疾 患は急増してお り︑
二 00
五年に肺癌が男性の癌による死亡
ーノロウィルスについてー
の 内訳で 最多と なりま した︒ また︑ 慢
管理栄養士 西 香織
性 閉塞 性肺 疾患 Ｃ( Ｏ ＰＤ と) い う病 気
も 急増し ていま す︒そ して︑ 喘息も 患
者 数の多 い病気 です︒ しかし ︑呼吸 器
専 門医は 不足し ており ︑福山 市内に 呼
吸 器学会 認定専 門医は １２名 のみ︑ こ
の うち私 を含め た３名 が指導 医の資 格
を保持しています︒
当院に おける 呼吸器 疾患で 多いの は
喘 息とＣ ＯＰＤ ︑肺炎 などで すが︑ 肺
癌 の早期 発見例 や抗癌 剤によ る治療 で
この 度︑管 理栄養 士の栄 養教室 と題
劇 的な改 善を得 た例も ありま す︒． 設 しまし て︑管 理栄養 士の立 場から みた
備 の面で もマル チスラ イスＣ Ｔや気 管 ﹁食﹂ につい て役立 つ情報 を皆様 にお
支 鏡を含 めた精 密検査 が可能 です︒ ま 伝えできたらと思います︒
た ︑呼吸 器診療 に欠か せない 肺機能 検
査 も可能 です︒ さらに ︑様々 な肺の 病
気 の原因 である タバコ に対し て禁煙 治
療 を早く から始 めてお り︑十 分な実 績
を挙げています︒
生活習 慣病な ど一般 診療の 一方で 専
門 的な呼 吸器診 療も行 ってい ること を
地 域の皆 様方に 知って 頂いて ︐より 多
く の方の お役に 立てれ ばと考 える次 第
です︒

四月採用︼

所 だらけ ですが ︑早く 一人前 の介護 職
に なれる よう努 力して いきま す︒よ ろ
しくお願いします︒

︻大西高敬ー介護職員

四月採用︼

こんに ちは︑ 大西で す︒こ の仕事 に
就 いて間 もない ので︑ 日々勉 強の毎 日
で す︒こ れから もよろ しくお 願いし ま
す︒

︻大野恭弘ー介護職員

介護の 仕事は 初めて なので すが︑ 今
は 介護業 務を一 つ一つ 覚え︑ 皆様に 信
頼され︑明るく楽しい介護を目指しサー
ビ スが提 供でき るよう 頑張り ます︒
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予防法として
は︑調理前・食
事前・トイレ後
は十分に手を洗
いましょう︒と
いうのもノロウ
イルスは小さい
と前 述しま したが ︑例え ばトイ レット
ペ ーパー を ３０枚重 ねても 簡単 に通過
して手に付着しますので必ず石鹸を使っ
て洗 いまし ょう︒ 石鹸自 体には ウイル
スを 失活す る効果 はあり ません が︑手
の脂 肪等の 汚れを 落とす ことに よりウ
イル スを手 指から 剥がれ やすく する効
果が ありま す︒現 に︑新 型イン フルエ
ンザ の流行 による 手洗い やうが いなど
の予 防対策 が思わ ぬ効果 を生ん でいる
よ うです ︒今年 は過 去 １０ 年で みても
ノロ ウイル スによ る食中 毒が非 常に少
ないとのことです︒
次 に︑ウ イルス は熱に 弱いの で︑食
品を 加熱す る場合 は中心 までよ く火を
通し ましょ う︒ま た︑牡 蠣など の２枚
貝の 生食は できる だけ避 け︑中 心部ま
で十分に加熱して食べましょう︒

医療保 険適用 ４６ 床︑介 護保 険適用
１４ 床と２種類 の保険適 用病床があ り︑
介護 病床は ︑ケア プラン を立て てサー
ビス を行い ます︒ 入院中 の介護 保険更
新申 請の代 行や︑ その他 公的申 請の代
行相談も行っております︒
他 院から の入院 の中で は︑入 院継続
の方 ︑施設 への入 所希望 の方︑ 自宅へ
帰ら れる方 がおら れます ︒それ ぞれの
ケー スは多 様で︑ その一 部分で の関わ
りで はあり ますが ︑とて も貴重 な場面
を共 有する ことで あり︑ 有難い ことだ
と思っています︒
ま だまだ 連携室 に担当 となっ て勉強
して いかな ければ ならな いこと が沢山
あり ますが ︑多く の方々 と出会 い︑沢
山の 繋がり を大切 にしな がら今 後も頑
張っていきたいと思っております︒
当 院への 入院︑ 通院︑ 介護保 険サー
ビス 利用等 ︑お困 りのこ とがご ざいま
した らご相 談下さ い︒お 手伝い させて
いただきます︒
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