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～患者憲章～ ～基本方針～
1. 「いつでも」「どこでも」「だれでも」をモットーに、救急医療
から在宅医療まで、包括的な医療サービスを提供します。
2. 近隣の医療保健施設と連携し、地域の医療レベルの向上、
人々の健康の増進に貢献します。
3. 常に医療技術の研鑽に努めるとともに、人間性を高め、高
度で人間味のあるチーム医療を展開します。
4. 施設と設備の整備に努め、安全で効率的な診療環境をつく
ります。
5. 健全で透明性の高い経営に努め、活力に満ちた病院機能を
維持します。

～病院理念～
1. 博愛と信頼　　2. 地域と共に　　3. 高度な医療

患者さまには、以下の権利と義務があります。

1. 思いやりのある医療を平等に受ける権利
2. 一人一人に最適な医療を受ける権利
3. 病状・治療の充分な説明を受ける権利
4. 他の医師や医療機関に相談する権利
5. 治療方針をみずから決定する権利
6. 個人情報や診療の秘密が守られる権利
7. 診療環境の秩序を守る義務

平成29年７月（年２回発行）
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▲屋上ヘリポートにて　（左から 荻島業務調整員 渡辺看護師 大浦医師 竹内医師 八木沢看護師 小河原業務調整員）

K-DMAT とは

K-DMAT の活動内容

▲菅間理事長代行より任命証を受け取りました。

K-DMAT（災害時医療支援チーム）発足

　DMAT とは「災害急性期に活動できる機動性を持った
トレーニングを受けた医療チーム」のことです。災害派遣
医療チーム「Disaster Medical Assistance Team」の
頭文字をとって略し、DMAT（ディーマット）と呼ばれて
います。
　医師、看護師、業務調整員（医師・看護師以外の医
療職及び事務職員）で構成され、大規模災害や多傷病
者が発生した事故などの現場に、急性期（おおむね 48
時間以内）に活動できる機動性を持った、専門的な訓練
を受けた医療チームです。
　1995 年の阪神・淡路大震災をきっかけに、医師が災
害現場で医療を行う必要性が認識されました。これを受け
て厚生労働省による災害派遣医療チーム、日本 DMAT
が 2005 年４月に発足しました。しかし、東日本大震災にお
いて、当院は被災者の支援活動等に対して厚生労働大
臣感謝状を受領しているものの、被災地域全般をみると災
害医療が十分機能したとは言えませんでした。
　そこで、社団法人全日本病院協会（全日病、全国の 4
分の 1 の病院が加盟）より、  ＤＭＡＴに準ずる医療
チーム「ＡＭＡＴ(All JapanHospitalAssociat ion
Medical Assistance Team)」養成の呼びかけが行われ、
当院ではこの研修を受けたスタッフによる「K-DMAT」を
結成しました。
　「K-DMAT」は、地域で災害が発生した場合、災害

支援医療チームとして地域に貢献できる医療チームを目指
しています。

　病院支援、避難所の巡回診療、医療救護所における
活動、災害時要援護者に対する被災地外への医療搬送、
多様な医療支援班等との連携を含めるものとする。
※平成29年1月1日現在、全国で81チームが結成され、
栃木県では最初のチームとなりました。
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K-DMAT責任者として

　私は消防署を定年退職後、当院の一職員としてお世
話になっておりますが、現職時は救命士としての多種
の災害現場での活動経験もあったことから、昨年度初
め（平成 28 年 4 月）に、理事長代行から「当院でも
AMAT を発足させましょう」という話を受け、それ
から本格的に発足に向けて取り組みを始めました。ま
ず初めに AMAT 隊員の選定後、資格取得のために 2
チーム 6 名で東京の日医大付属病院に 6 月 18、19 日
の 1 泊 2 日で出向し、AMAT 隊員養成研修を受講し
て正式に AMAT 隊員として 2 チーム 6 名が登録され
ました。
　その後、AMAT として活動を開始するための必要
な医療資器材や通信機器、装備品等の購入に着手し、
高額な医療資器材等をいかに安価で高品質なものを選
定し、購入するかで苦労しましたが、ME 黒田さんの
助言等もあり、無事予算内で購入することができまし
た。
　また、車両の購入に関しては４WDハイエース、ス
トレッチャー付き中古車と限定してネット上で毎日検
索した結果、やっとの思いで「これだー」という車両
を見つけました。車両購入後も、医療器材の電源を確
保するためのインバーター取り付けや医療器材庫、酸
素ボンベ、バックボード等の取り付け等を施設課職員
と共に行い、AMAT 発足に向けての準備がすべて整
ったのが今年（平成 29 年）の 2月でした。
　これからは、いつ発生するか分からない災害に即対
応できるよう、K-DMAT の責任者として定期的な出
動訓練やトリアージ訓練を重ね、地域に貢献できる災
害医療支援チーム作りを目指していきたいと考えてお
りますので、今後とも皆様のご支援ご協力をよろしく
お願いいたします。

◀救急キットを点検する
　大浦医師。

※その他新規購入したものと
し て、心 電 図 モ ニ タ－、
AED、人工蘇生器、エコー、
酸素ボンベ、吸引器（全て
ポータブルタイプ）、衛星電
話、トランシーバー、テン
ト一式、などがある。

病院からのお知らせ病院からのお知らせ

施設課　荻 島 洋 一

K-DMAT 出動基準 当院は「短期入院協力病院」として指定
を受けています。
　国土交通省では、交通事故が原因で在宅介護を
受ける重度障害者の方々の健康維持や、家族の負
担軽減のため、自動車事故対策機構（NASVA）
の介護料受給資格をお持ちの重度後遺障害者の短
期入院を積極的に受け入れる病院を「短期入院協
力病院」として指定しています。
　NASVA から、入退院時の患者移送費、室料差
額負担金及び食事負担金に要する費用として自己
負担額の一部助成を受けられます。

お問い合わせ先
　　　　　地域医療連携部　TEL 0287-62-1567

▲新規購入した専用車両。

▲専用車両の内部。
（ストレッチャーを搬入可能　モニタはポータブルタイプの心電計のもの）

①　災害発生
　　　
　　全日本病院協会から派遣を要請され
　　る場合
②　近隣地域内で災害発生
　　　
　　AMAT 派遣を全日病に要請し、受
　　理された場合

③　K-DMAT 派遣が必要と、博愛会理

　　事長・理事長代行が判断した場合

⬇

⬇
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新任医師紹介

今年度、新たに着任した4名の先生をご紹介します。

福田　裕昭 先 生
ふくだ　　 ひろあき

八木　正樹 先 生
や ぎ　　 ま さ き

山本　紘嗣 先 生
やまもと　　ひろつぐ

◆専門分野
　内　科
　（消化器内科）

◆出身地
　栃木県
　那須塩原市
　（旧黒磯市）

◆趣味・特技
　食べること
　野球観戦

◆専門分野
　小児科

◆出身地
　福島県白河市

◆趣味・特技
　カラオケ
　バスケットボール

◆専門分野
　整形外科

◆出身地
　高知県香南市

◆趣味・特技
　紫色集め
　ＰＣ

　本年度より菅間記念病院内科に勤務することとなり
ました福田裕昭です。那須塩原市出身です（稲村小学
校卒）。大学卒業後 13 年間は埼玉県内の病院で消化器
領域を中心に診療をしておりました。四半世紀ぶりに
故郷に戻らせて頂きましたが、旧友やお世話になった
方々にお会いすることができてとても嬉しく感じてい
ます。以前と変わりないことで安心感や温かさが得ら
れるという面がある一方で、時として状況や立場に応
じて変化しなければならないこともあると思います。
自己の考えだけに固執せず、スタッフの皆さんや患者
さんとの「縁」を大切にしながら、少しでも近い距離
で膝を交えて話ができる医師でいられるよう精進して
いく所存です。末永くよろしくお願い致します。

　今年４月から小児科常勤医として赴任しました。こ
れまでは主に自治医科大学や福島県立医科大学で研鑽
を積んできました。
　得意分野は小児科の中でも小児がん、血液疾患、免
疫疾患、アレルギーですが、基本的には小児全般の診
療が可能です。もちろん必要があれば大学病院などの
専門機関と連携して診療を進めて参りますので、お子
様のことで何かお困りのことがあればお気軽にご相談
ください。

　初めまして、整形外科の山本紘嗣と申します。関本
巌雄先生の後任としてきました。学年としては関本先
生のーつ下になります。
　出身は高知県です。大学にて栃木県の獨協医科大学
に入学をし、その後研修も獨協医科大学で行い、その
まま、獨協医科大学の整形外科に入局しました。以前
の勤務先は獨協医科大学と日光医療センターです。
　大学ではＭＥ部という部活に所属しておりました。
ＭＥ部と言いましてもただのパソコン部です。そんな
部活に入っていましたので、大学の医局ではパソコン
の小用事を任されていました。
　至らぬところは多々あると思いますが、皆様よろし
くお願い申し上げます。
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◆専門分野
　口腔外科

◆出身地
　鹿児島県

　沖永良部島

◆趣味・特技
　温泉巡り

おきのえらぶじま

ジュースで作る 2色ゼリージュースで作る 2色ゼリー

泉　さや香 先 生

新事務長紹介

いずみ　 さ や か

　皆さんはじめまして。鹿児島県の沖永良部島 ( おき
のえらぶじま ) という小さな島から参りました、泉と
申します。沖縄に近い南の島に生まれ、鹿児島、横須賀、
宇都宮と北上を続けて、今年黒磯にたどり着きました。
　専門は口腔外科ですが、虫歯や入れ歯などの一般歯
科治療も行っておりますので、何かお困りのことがあ
りましたらご相談ください。
　不思議なものでお口の中をみると、患者さんの性格
や職業など、人となりがわかることが多々あります。
病気の状態のみならず、生活習慣・考え方・価値観な
ども考慮し、その人にとって最適最善の治療を選択し、
納得して治療を受けてもらえるように心がけていきま
す。

◆出身地
　栃木県
　宇都宮市

◆趣味・特技
　ゴルフ
　登山
　ポケモンGo
　散策

藍原　　隆 事務長
あいはら　　　 たかし

　みなさんこんにちは！ この４月に事務長を拝命しま
した藍原隆と申します。どうぞよろしくお願いいたしま
す。博愛会は 53 年の時を経て、現在の約 500 人の職員
を有する社会医療法人へと大きく成長することが出来ま
した。これも偏に地域の皆様のご支援の賜と深く感謝い
たしております。
　さて、これからの医療業界は診療報酬の改定を初め経
営環境は益々厳しさを増しています。県北における中核
的医療機関として 30 年、50 年先を見据え、経営基盤を
更に盤石なものにするためには、「医療サービスの品質
向上」と「コンプライアンスの徹底」への取組強化が必
要不可欠であり、同時に経営の透明性を確保しより高め
る努力も重要と考えております。
　それらを通じ、患者様から、そして、地域の皆様から「安
心・安全・信頼・納得」の評価を継続的かつ安定的に頂
けるよう、全員の力を結集し頑張ってまいりますので、
今後ともご指導ご鞭撻の程、心よりお願い申し上げます。

材料：（3～ 4人分）
○オレンジジュース（果汁 100％）　200ｍｌ
○牛乳 200ｍｌ　　　　　○砂糖 40ｇ（お好みで増減する）
○生クリーム 100ｍｌ　　○ゼラチンパウダー 10ｇ

作り方：
オレンジジュース、牛乳、砂糖、生クリームを鍋に入れ、中火にかけて
かき混ぜながら温めます。
①にゼラチンパウダーを入れ沸騰させないように煮て溶かします。
（ゼラチンパウダーは 80℃くらいで溶けます。）
器に②を入れて冷蔵庫で冷やします。出来上がると自然に 2 層にな
ります。ミントを飾るとおしゃれです。
※オレンジジュースだけではなく、グレープフルーツジュースなど
　お好きな 100％ジュースでも作れます。とても簡単ですからお子様
　と一緒に作ってみてはいかがですか？

①

②
③

子供と作る

冷たい

デザート

子供と作る

冷たい

デザート
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部署紹介　透析センター

▲透析センターの様子。

▲透析を終了する臨床工学技士。

▲佐々木先生を囲んで。

　「透析」とは、何らかの原因で腎臓本来の働きが果
たせなくなった状態(腎不全)の方に対して「人工腎臓」
を用いて体に不必要な老廃物 ( 尿素窒素・クレアチニ
ン ) 電解質 ( カリウム・リン ) や過剰な水分を取り除
くための治療です。
　現在「透析」を受けている患者さまは全国で 30 万
人を超えています。このような中で、菅間記念病院透
析センターでは、約 125 名の透析患者さまがおり、ベ
ッド数 28 床で透析管理システムを導入し、透析器や
水処理装置を備えています。これらの先端医療機器を
使い、センター長である竹内医師、非常勤医師の佐々
木医師、吉村医師、新里医師、久保医師、正看護師 4名、
准看護師 3名、臨床工学技士 6名、看護助手 1名がチ
ームになり治療にあたり、旅行臨時透析にも対応して
います。
　透析が必要となった患者さまには竹内医師を中心に
内シャント（動脈と静脈を直接つなぎ大量の血液が通
るようにした血管）の作成から血液透析への導入、さ
らに入院・外来維持透析を行っています。他院の透析
患者さまが合併症を期した場合には、該当する各科の
医師と連携しながら透析療法の継続を行っています。
　シャントトラブルがおきた患者さまには当院､他院
の患者さま問わず血管拡張術･血栓除去術、シャント
再建術を行っています。
　また、血液透析以外にも、血液透析ろ過・血液吸着
療法・血漿吸着療法・血漿交換療法・腹水ろ過濃縮再
静注法・持続緩徐式血液ろ過法など臨床工学技士を中
心に特殊血液浄化にも取り組んでいます。
  透析患者さまは、週 3 回・3～ 4 時間もの間ベッド
上にて透析を受けなくてはならず長く続く日常生活の
一部となりますので､安心で安全、きめ細やかで笑顔

のあふれる透析療法を心がけており、看護師は様々な
合併症を併発しないための指導やフットケア、透析を
受けるためのシャント管理や食事指導にも力を入れて
まいります。
　これからも透析患者さまへより良い透析療法を提供
していけるよう透析センター職員一同、より一層取り
組んでいきますので、今後ともどうぞよろしくお願い
します。

■透析担当医師　
　毎週水曜日　　　　　　　佐々木信博 医師
　第２・第４金曜　午前　　吉村　　章 医師
　第１・３・５土曜　　　　新里　高広 医師
　毎週火曜日　　　午前　　久保　太郎 医師
■腎臓内科外来　診療日
　【午前】月 火 水 木 金（土）
　　　　　　　※土曜日は第１，３，５週のみ
　　　　　　　※赤字はお問い合わせください
　【午後】（水） ※水曜午後は予約の方のみ
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１．まず真ん中をまっすぐ切る
２．次に角のとがっている両側の➡部分は
少し丸みをつけて整えるように切る。

看護部　フットケア指導士　　松 本 貴 司

足の爪の切り方について

フットケア外来についてのお知らせフットケア外来についてのお知らせ

ワイヤーを使用した巻き爪の治療。左）治療前　右）治療中
指の先より短くしない！

正職員・パート職員募集
博愛会の仲間になりませんか？

 

point

形状記憶ワイヤー

■菅間記念病院
　薬剤師・細胞検査士・助産師・看護師・准看護師
　理学療法士・作業療法士・診療放射線技師
　歯科衛生士・保育士・看護助手・事務員

■在宅総合ケアセンター
　介護福祉士

博愛会の職員は、現在約 500 名です。一人一人が
大切な職務を担ってチーム医療を実践しています。
あなたもいっしょに働いて、充実した日々を過ご
しませんか？ 海外研修や部活動なども魅力です！

詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。

TEL：0287-62-0733（病院代表）
URL：http://www.hakuai.or.jp/

　みなさん、フットケア外来という聞きなれない
名前の外来についてご存知ですか？ 当科では主に
糖尿病、人工透析を受けられる患者さんの足に問
題がある方の治療、ケアを中心に行なっています。
　糖尿病の３大合併症といえば、目、腎臓ともう
一つ、足です。病状が進むと動脈硬化、神経の感

覚異常により血の巡りが悪くなり、ちょっとした
傷、例えば乾燥によるひび割れから足が壊死して
切断に至る、また画鋲を踏んづけても分からずそ
こから感染することがあります。
   糖尿病の合併症はゆっくりそーっと進むので、
定期的にチェックする必要があるのです。糖尿病
や透析を受けられている方は是非一度足の検査を
受けられることをお勧めします。

　フットケア外来では巻き爪のケアも行なってお
り、形状記憶ワイヤーを使用した治療（写真参照）
を行なっています。自費診療になりますが、ご興味
のある方はお問い合わせ下さい。
　巻き爪の方の爪を拝見していますと、ほとんどの
方が深爪になっています。足の爪は、歩いたり踏ん
張る際に爪で力を受け止めて体重を支え、体のバラ
ンスをとってくれています。爪が短すぎますと、力
の伝達がうまくいかず、指先に過度な力が生じ、爪
が巻く要因になると言われています。その他にも合
わない靴を履いていることも要因の一つとなるよう
です。

　足の爪はスクエアカットと言って、指の先端と爪
の先端が同じ高さにし、丸く切らず四角に切ります。
両端は軽く整える程度にし、爪の白い部分を全部切
ろうとしてはいけません。手の爪は白い所を全部切
っても大丈夫ですが、足の爪は体重を支えるという
大切な役割がありますから、長めの方が良いのです。

➡

➡

募 集 職 種
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幸田露伴の「五重塔」に学ぶ

専門職業人の心意気

那須看護専門学校長 上川　雄一郎

那須看護専門学校

お問い合わせ

那 須 看 護 専 門 学 校
〒 329-3135　栃木県那須塩原市前弥六 54-1
TEL：0287-67-1188
URL：http://www.hakuai.ac.jp/

平成 30年度　入学生募集平成30年度　入学生募集
入 試 形 態 推薦

入学試験
社会人
入学試験

第一回
一般入学試験

試 験 内 容

小論文試験
面接試験

適性試験
面接試験

学科目試験
○国語総合
○数学ⅠA
○英語Ⅰ
面接試験

願書受付期間
10月２日（月）
　　 ～

10月６日（金）

９月22日（金）
　　 ～

10月6日（金）

11月８日（水）
　　 ～

12月２日（土）

試 験 日 10月11日（水） 10月11日（水） 12月６日（水）

オープンキャンパス
第一回　7月 25日（火）10：00　～　12：00
第二回　8月   2 日（水）10：00　～　12：00
第三回　8月 17日（木）10：00　～　12：00

　那須看護専門学校は、3 年間かけて看護専門職を養
成する学校です。しかし医療の世界は予測を超えたス
ピードで進歩発展しています。そのため、3 年間のカ
リキュラムは医療・看護の基本的知識と技術の習得に
時間を取られてしまい、肝心の専門職業人としてのプ
ライド、自負、意欲などを身につける機会が少ないの
が現状です。看護師は病気の看護だけではなく、患者
様やその御家族の看護にも重要な役割を担っていま
す。そのためには看護師自身の人格を、バランスのと
れた、包容力のある大きなものに高めておかなければ
なりません。
　夏目漱石は「草枕」のなかで、人格を構成する三つ
の因子、「知」、「情」、「意」のバランスの取れた発達
の必要性を、次のような簡潔な文章で表現しています。
　『智に働けば角が立つ、情に掉させば流される、
　 意地を通せば窮屈だ、とかく人の世は住みにくい。』
　また司馬遼太郎は、坂本龍馬、大久保利通、秋山真
之など歴史上大事を成した人たちには高い志に裏付け
された「規矩準縄」があると述べています。規矩準縄
というのは、本来は大工の棟梁が家を建てる時に使う
道具の中で、最も基本的な「規（コンパス）」、「矩（曲
尺）」、「準（水準器）」、「縄（墨縄）」の四つを指しますが、
ここからその人の身に備わった「人生の行動規範」を
意味するようになりました。わたしは看護学生たちに、
「規矩準縄とは心の中にしっかりした物差しを作るこ
とだ。」と教えています。
　この規矩準縄を余すところなく表現した文学作品と
して、幸田露伴の「五重塔」があります。これは、江戸・
谷中のお寺が五重塔を建築する計画を立て、請け負う
大工を募集した時、応募した二人の棟梁、のっそり十
兵衛と川越の源太の確執を描いた作品です。ともに腕
に自信のある二人が、意地の張り合いを続けていて決
着がつかない中、お寺の住職の粋な計らいで十兵衛の
単独受注が決定します。十兵衛は精魂込めて五重塔建
築に邁進しますが、敗れた源太は潔く裏方支援に回り、
五重塔の完成を陰ながら見守ります。五重塔完成直前
に江戸を台風が襲いますが、嵐の一夜、十兵衛は鑿を
１本もって五重塔の最上階に上り、板一枚でも破損す
れば自分の命を捨ててお詫びをする覚悟を示しまし
た。台風の去った翌朝、谷中に変わらず立ち続ける五

重塔を見て江戸の人々は十兵衛の腕の確かさを改めて
認識したという話です。自分の作品によって後世に名
を残したいという、江戸の職人の心意気が余すところ
なく描かれています。
　昨今、専門職業人のプロ意識を示す言葉として、「プ
ロフェッショナリズム」の育成が医療系の学校で注目
を集めています。医学教育学会でも、日本におけるプ
ロフェッショナリズム育成の参考になる教材として、
新渡戸稲造の「武士道」か、石田梅岩の「商人道」か、
が論争の的になっています。私はむしろ浮世絵や根付、
陶磁器などに遺された、江戸の職人気質の方が参考に
なるのではないかと考えています。もの言わぬ職人た
ちの心意気を、遺された作品から汲み取るのは至難の
業ではありますが、幸田露伴を始め、岡本綺堂、山本
周五郎などによる江戸の職人気質を描いた小説を読む
ことで、いくらかはその心意気に触れることができる
のではないかと思って、看護学生たちに推薦していま
す。

募集要項請求
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▲ほほえみ訪問看護ステーション　スタッフ全員集合です！

在宅総合ケアセンター

ほほえみ訪問看護ステーション 介護福祉士実務者研修校を
開校しました！

お問い合わせ先
TEL　0287-63-5690

お問い合わせ先
TEL　0287-62-3311

　現在、ほほえみ訪問看護ステーションには看護師 7
名、理学療法士 4 名、言語聴覚士 1 名の計 12 名が在
籍しており、旧黒磯市、那須町全域を中心に訪問看護、
訪問リハビリを提供しています。
　看護師による訪問では、床ずれの予防や処置、カテ
ーテル等の管理をはじめ、清拭・洗髪・入浴等による
清潔の保持、食事や排泄のお世話、認知症の方の介護
相談などを通して在宅生活を支援しています。また
24 時間対応可能な体制をとっており、医療機関と連
携して、がん患者さんに対する緩和ケアや在宅でのお
看取りを含めたターミナルケアも行っています。理学
療法士は、身体機能の改善を目指したトレーニングや
起き上がる・歩くなどの動作練習のほか、家族への介
助法指導、福祉用具の選定、自宅環境の調整、予防的
なトレーニングなどを行っています。言語聴覚士は、
主に言語障害や飲み込みの障害に対するリハビリを行
いますが、それらに加え、認知症者に対する認知リハ
ビリ、口腔ケアの指導、痰や誤嚥物を出す排痰ケアな
ども対象となっています。
　訪問看護や訪問リハビリを希望される理由は、「退
院後の生活に不安がある」「これ以上家の中を動けな
くなると困る」「自宅で最期を迎えたい」「認知症の進
行を食い止めたい」「誤嚥性肺炎を予防したい」など、
多岐にわたっています。私たちは、利用者さんとその
家族が安心して在宅生活を送れるよう寄り添い、今後
もきめ細やかな支援が提供できるように心がけていき
たいと思います。
　利用をご希望の場合、要支援・要介護の方は担当の
ケアマネージャーへ、それ以外の方は主治医へご相談
ください。

　平成 28 年度より、介護福祉士国家試験受験は実務
経験に加え、介護福祉士国家試験受験に実務者研修の
修了が必須となりました。
　介護の仕事は非常に重要な仕事です。にも関わらず、
現在介護職員は全国的に不足し、栃木県県北地域も例
外ではありません。また、今現場で働く介護職員にと
っても、知識や技術、介護の質の向上などを通し、今
後求められる介護のあり方に対応できる人材の育成が
必要な時代になりつつあります。
　今年度から在宅総合ケアセンター内に介護福祉士実
務者研修校 ( 通信課程 ) を開校し、６月１日に１期生
となる平成 29 年度前期受講生の入学式及びオリエン
テーションを行い、６名の受講生を迎えスタートを切
りました。
　入学式では藍原事務長より入学許可証の授与が行わ
れ、受講生は緊張の面持ちで受け取りました。その後
のオリエンテーションでは、受講の説明に真剣に聞き
入る様子が見られました。
　介護での重要な存在である介護福祉士を育てるため
に必要な実務者研修校の運営を通し、介護の人材と質
の向上に貢献し、地域の介護をより良いものにする事
が出来ればと考えています。

◀遠藤専任教員。
　先生としては一年生です。
　半年間、一緒に笑顔で頑張り
　ましょう！

入学式の様子　金谷校長より式辞。入学式の様子　金谷校長より式辞。
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看護部　退院支援専任看護師　井 川 郁 子

三カ国語で言ってみよう !

▲一人一人の患者様にとって最適なケアを検討するカンファレンス。

看 　 護 　 部

退院支援看護師ってどんな人？

◆今回のテーマ　
　　「近況をたずねる」◆

今回も博愛会のバイリンガルさん達のワンポイントレッスンです！
久しぶりに会う方にたずねてはいかがですか？

よく知られている "How are you?" 以外の表現をご紹介します。

How have you been?
ハ ゥ ハ ヴ ユ ー ビ ー ン

どうしていましたか？

How is everything?
ハ ゥ イズ エヴリィスィング

全て順調ですか？

"everything" のほかに、仕事=business　学校＝school、

人生/生活＝life などに置き換えると、もう少し具体的になります。

丁寧語では、次のようになります。

잘
チャル

지
チ ネ シ ョ ッ ソ ヨ

내셨어요 ? 直訳 : 良く過ごされていましたか？

잘
チャル

지
チ ネ シ ョ ッ チ ョ

내셨지요 ? 直訳 : 良く過ごされていましたでしょ？

韓 国 語
< 韓国 >

臨床検査科　大倉

Tudo bem?
ト ゥ ド ベ ン

調子どう？または元気？
上が一般的な表現です。丁寧にたずねる時は、

Como vai?
コ モ ブァイ

お元気ですか？または調子はどうですか？
体調・病状ををたずねる時は

Como　esta?
コ モ エ ス タ

体調・病状はどうですか？

ポルトガル語
< ブラジル >

那須看護専門学校　堤

英　語
<ニュージーランド>

英国式

NASPA　長山

　この度、退院支援看護師の専任を命じられました井川と
申します。私事ですが、約 20 年間医療分野にて手術室
を含め大概の科を経験した後、訪問看護から特別養護老
人ホーム、地域包括支援センター、居宅介護支援ケアマ
ネージャーとして約 10 年間在宅分野に携わってまいりまし
た。
　医療と在宅の両側を知る私の観点から、退院支援につ
いてお話させて頂きます。退院支援とは、退院後の患者
様が自宅で安心して療養できるように入院中から支援し、
自宅療養の為の環境を整える事です。入院中の患者様が
退院できる状態になっても、退院翌日から元気に自立した日
常生活が困難である事が多々あります。特に高齢者の場
合、退院して自宅に戻るにも、病気や障害を抱えながら、
療養生活を送る事が多いのです。
　近年、国は治療が終わった後は速やかに退院し、自宅
療養して頂く在宅医療を推進しています。2025 年問題や
地域包括ケアシステムという言葉を耳にした事があるかと思
いますが、2025 年は団塊の世代が後期高齢者へ移行す

る年です。必要性の低い入院を減らし、増え続ける医療
費の抑制が狙いですが、加えて住み慣れた地域で過ごし
たいという高齢者の思いを実現する為に地域包括ケアシス
テム（多職種での連携、協働）を目指しており、その中で、
鍵の一つとなるのが退院支援看護師です。超高齢化社会
に突入しているわが国においては、患者様に寄り添い、ス
ムーズに在宅移行を行う退院支援看護師の存在は今後更
に重要となります。退院支援看護師として自分らしい生活を
考える患者様の為に必要な支援や体制を作り、不安や苦
痛のない自宅生活の再構築が出来る様、支援に努めてま
いります。

잘
チャル

지
チ ネ ッ ソ

냈어 ? 直訳:良く過ごしていた？

잘
チャル

지
チ ネ ソ ッ チ ョ

냈어지요 ? 直訳:良く過ごしてたでしょ？

ライフ
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那須塩原クリニック・健康増進センター院長代行

生 澤 史 江

那須塩原クリニック・
健康増進センター

受 付 時 間
（日・祝休診）

午前  8:30 ～ 12:00
午後  1:30 ～   5:00

（皮膚科はお問い合わせ　
　下さい）
お問い合わせ先
TEL　0287-67-1570

ウェルネス NASPA

　那須塩原クリニックは、平成 20 年に開院し、JR 那
須塩原駅から幹線道路、西に徒歩９分の場所にあり、
外来、訪問（在宅）、入院診療を行っています。
　外来は、水曜から土曜まで、内科、外科（肛門科）
を私が担当します。レントゲン検査、採血、心電図、
骨密度、超音波検査、内視鏡検査（火曜のみ）を行っ
ています。できる限り、予約時間に診療できるように
心がけております。随時、肺炎球菌やインフルエンザ
ワクチンなどの予防接種、体調不良時の予約外も受け
付けています。また、各種専門外来を行なっており、
火曜は、消化器外来（胃カメラ、大腸カメラ検査）、
呼吸器・禁煙外来、木曜は糖尿病外来、水曜または金
曜は、皮膚科外来となっています。皮膚科外来は変則
的ですが、週に 1日、水曜か金曜に外来がございます
ので、お気軽にお電話でお問い合わせください。
　入院施設として、全室個室の 19 床を併設しており
ます。糖尿病の運動食事療法のための教育入院、在宅
医療をされている患者様の家族のため（冠婚葬祭や介
護者の体調不良の際など）の介護家族支援短期入院（レ
スパイト）、終末期緩和ケア目的などの入院加療を行
っております。
　訪問診療は、黒崎史果医師が担当しております。当
院は在宅療養支援診療所（24 時間体制で訪問診療や
訪問看護を実施する診療所のこと）として、心臓や呼
吸器疾患、脳卒中、神経その他の難病、がんや障害の
ある方で通院が難しくなり、在宅療養を希望される方
への診療を行っています。ご自宅での終末期ケア、緊
急訪問診療の対応も行っており、訪問看護ステーショ
ンなどと連携しながら在宅診療を行っています。また、
黒崎医師は、「分かち合いの会 in なす」を立ち上げ、
大切な方を失った遺族の支援（グリーフケア）活動も
行っています。
　当クリニックは「予防」から「在宅医療」まで、い
つでも、皆様のかかりつけ医となるべく、職員一同、日々
診療に取り組んでおります。よろしくお願いします。

　だいぶ暑くなってきましたが、皆様いかがお過ごし
でしょうか。熱中症などには気を付けて、水分を十分
に摂取するように心がけて下さい。
　現在ウェルネスＮＡＳＰＡではスタジオプログラム
の「バレトン」が人気上昇中です！　バレトンとは、
バレエ・ヨガ・フィットネスなど、バラエティに富ん
だ動きを取り入れたエクササイズです。音楽に合わせ、
シンプルな動きで初心者の方でも楽しくシェイプアッ
プが出来ます。バランス感覚を養うこともできますの
で普段の生活の役にも立ちます。
　また、同じくウェルネスＮＡＳＰＡにて開催されて
いて、楽しく運動をしながら簡単な護身術を学べる「護
身術フィットネス」スクールの人気も上がってきてお
ります。月 4回、土曜日または日曜日の午後に（月に
よってスケジュールが変わります）ウェルネスＮＡＳ
ＰＡスタジオ内での開催となっております。現在 20
代から 60 代の方までが参加しており、女性の生徒の
方々もいらっしゃいます。一般的な道場と違い、あく
まで‘フィットネス’がメインの初心者向けの護身術
スクールとなっていますのでスタジオ内にも常に笑顔
でいっぱい！ 楽しく運動をしながら、いざという時
には役に立つかもしれません！？
　※このスクールはＮＡＳＰＡ会員でない方もスクー
ル月会費のみで参加する事が可能です。
（スクールのみの方の会費：6,480 円 / 月、大浴場・サ
ウナの使用も可）

▲バレエ・ヨガ・
　フィットネスのエ
　クササイズをとり
　いれた「バレトン」。

◀女性にも人気の「護
　身術フィットネス」。
　いっしょに楽しく
　運動しませんか？
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mottoはくあいmottoはくあいmottoはくあい

健康増進公開講座のお知らせ

　マタニティビクスインストラクター木下葉琴で
す。マタニティビクスは妊婦さん向けのエアロビ
クスで、出産に向けた体力づくりや体重管理（過
剰な増加を防ぐ）、妊娠中に多い運動不足・腰痛・
肩凝り・むくみ・便秘の解消や出産時の負担軽減
を目的としたものです。通常のハードなエアロビ
クスとは異なり、妊娠中の体に負担が少ないよう
にアレンジされています。無理をせず、マイペー
スに行なえるので、エアロビクス初心者でも楽し
く動ける内容です。娩出時に必要な筋力や柔軟性
をＵＰする動きが後半にあり、最後はリラクゼー
ションタイムでゆっくりと全身をリラックスさせ
ます。ママが上手にリラックスすると赤ちゃんも
リラックスし、赤ちゃんにとってとても良い環境
を作れます。皆さんのご参加をお待ちしておりま
す！！

【お問い合わせ先】
ウェルネスNASPA
（水曜定休）
TEL　0287-67-1577

　毎年秋に行っております博愛会の健康増進公開
講座。今年も開催いたします。好評をいただいて
おります病院職員による「健康相談・健康チェッ
ク」や講演の合間の「健康体操」も実施する予定
です。健康のお役に立つ情報が満載！みなさまお
誘いあわせの上、是非ご来場ください。

　 第 16 回健康増進公開講座（入場無料）
日時　10 月 28 日㈯　開場 13 時　開演 14 時

場所　那須塩原市黒磯文化会館　小ホール

講演者：自治医科大学附属病院　副病院長
　　　　同　呼吸器センター長

遠　藤　俊　輔 教授
　　　　菅間記念病院　内科科長
　　　　同　呼吸器科科長

丹　内　則　之 先生

【お問い合わせ先】
 菅間記念病院　TEL　0287-62-0733 （病院代表）

女性診療科・産科　和地　祐一那須の綺麗な夕焼け
　私の好きな風景は那須の綺麗な夕焼けです。理由は
ある思い出を思い起させるからです。私は子供の頃プ
ラモデルが好きでよく軍艦を作ったのですが、その箱
に描かれた絵がとても好きでした。画家は上田毅八郎
先生というのですが、その絵に感動し彼は私にとっ
てのヒーローとなりました。その後いつしかプラモ
デルはやめていましたが、大学生の時に見た彼の画
集で気持ちが再燃します。その絵は那須の夕焼けを
思わせる綺麗な絵でした。子供の頃の気持ちが甦っ
た私はプラモデルを再開し、いつか彼に会いたいと

いう気持ちになりました。作り続けて道が開けたのか
先生に会う機会を得ました。憧れの先生を前にした時
の気持ちは表現できませんが、いつの間にか泣いてい
ました。やさしく接してくれた先生、あれから幾年の
時が経ち、私の作品を見てもらう機会もないまま先生
は亡くなりました。思い出の絵は今、縁あって私の所
にあります。那須の夕焼けを見ると先生のことを思い
出し、人を感動させるような仕事をしようと気が引き
締まるのです。

▲感動した上田毅八郎作品
上田 毅八郎（1920年８月30日 - 2016年６月18
日）は、日本の画家である。海洋船舶画家とし
て、模型メーカー・タミヤの「ウォーターライ
ンシリーズ」をはじめとするボックスアート
で知られる。　　　　　（wikipediaより抜粋）撮影：和地祐一撮影：和地祐一

Let's マタニティビクス

えん　　どう　　しゅん　すけ

たん　　ない　　のり　　ゆき

うえだきはちろう

きのしたはこと


