
　患者さま・来院者・
医療従事者などを対
象に感染に対するリ
スクを最小限に抑え
るために、正しくか
つ効果的な感染管理
を実践し、提供する
サービスの質の向上
を図ります。

基本理念 希望のある医療

高砂市民病院ニュース

平成23年12月
第15号第15号きぼうきぼう満足度調査結果のご報告満足度調査結果のご報告

院内全体の印象は？

職員の説明は？

診察の済むまでの時間は？

職員のあいさつは？

不満やや不満やや満足満足 回答なし
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　平成２３年６月に患者さま満足度調査を実施しました。ご協力いただきましてありがとうございました。結果を真摯
に受け止め、よりよい病院運営のために、より一層努力してまいります。

認定看護管理者と感染管理認定看護師が誕生しました
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 〒676-8585　兵庫県高砂市荒井町紙町33番1号
 ＴEL  079-442-3981（代表）　Ｍail  tact5510@city.takasago.hyogo.jp
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　地域の皆さまに質の
高い看護サービスを提供
することを目指し、看護
師の資質の向上と看護
水準を高めるように努め
ます。
　また、みんなが生き生
きと働けるように職場環
境を整え、患者さまによ
り良い看護を提供してい
きたいと思います。

看護主幹

新木富代
主任看護師

中島博美
看護師

福田純子

認定看護管理者 感染管理認定看護師

　10月29日（土）に
「第４回高砂市民病院
健康まつり」を開催し
ました。今年も、多数
のご来場を頂きありが

とうございました。院内見学ツアーでは手術室での医
療機器の説明など普段は入ることのできない場所を
見学していただきました。また、医師による講義にも多
数の方が熱心に参加して頂き健康への関心の高さが
印象的でした。地域
の方との大切な交流
の場と考えています
ので今後も毎年開催
していきたいと考え
ています。

第４回 健康まつりを
　　　　開催しました

　11月９日（水）に震度
５の地震が発生したと
いう想定で防災訓練を
実施しました。
　当日は、災害発生時
の行動のフローチャー
トやチェックリストを確認し、患者のトリアージを行い
医療スタッフの動きをシュミレーションしました。今
後は、消防などとも連携して実施していきます。

防災訓練を
　　　　実施しました

基本理念 希望のある医療
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　当院では診療の待ち時間を有意義に過ごしていただくために、医療や病気に関することを毎月テーマを

決めて説明する「ホッとひと息寄り道講座」を11月から開催しています。お気軽にご参加ください。

と　き　毎月第２月曜日、第４水曜日　午前10時～10時半　　
　　　　（祝日の場合は、翌日に開催します）
ところ　正面玄関ホール　公衆電話前

「ホッとひと息寄り道講座」を開催中

　当院では職員が地域に出向き「まちづくり出前講座」を開催しています。今年度のテーマは下記のとお

りです。

と　き 平日の午後1時30分～午後５時までの
 ２時間程度
対　象 市内在住または在勤・在学の10人以上で
 構成された団体など
テーマ １．本当は恐い生活習慣病　
 ２．“がん”と緩和ケアについて
＊お申し込みは、高砂市役所秘書広報広聴室 TEL 079-443-9001 まで
  お願いします。

「まちづくり出前講座」を開催しています

　５階西病棟は若い方から高齢の方まで年齢を問わず糖尿病や腎臓病などの慢性疾患や消

化器疾患の方が入院されている内科病棟です。

　専門性を発揮するため、腎臓病、糖尿病、重症患者さまの３チームに分かれています。腎臓病

チームは、慢性腎臓病の保存期より腎臓について学んでいただけるようにプログラムを組み、尿

蛋白、血尿のある方は早期に専門的な治療を受けることにより症状の進行を抑えるようにしています。糖尿病チー

ムは、２名の糖尿病療養指導士を中心に積極的に研修や学会に参加し、新しい知識でアドバイスができるよう努力

しています。重症患者さまが多いチームは、全身のケア、特に肺炎予防のための口腔ケアに気をつけています。高齢

の方は環境の変化による影響も出やすいので、安全面に注意しながらケアさせていただいています。

　各チーム協力し合い「和敬清寂」をモットーに頑張っています。

　…お互い同士が仲良くする。和しあうことです。

　…尊敬の敬でありお互い同士が敬い合うことです。

　…心の中が清らかな事です。

　…どんな時にも動じない心の事です。

　また、患者さまが和めるように、音楽を流し、季節感のあるものを飾ってい

ます。

堀 義康（形成外科）
●趣味/息子（４才）と遊ぶこと

お世話になっています。
手前味噌ですが、温和な性格なの
で、子どもの外傷では比較的泣かせ
ないように処置ができると自負して
おります。積極的に診察させていた
だきますのでよろしくお願いします。

西尾 祐美（形成外科）
●趣味/旅行
お世話になっています。
患者さまのお力になれるようがん
ばっていきます。形成外科から高
砂市民病院を盛り上げていこうと
考えていますのでよろしくお願い
します。

4 月 着 任 ７ 月 着 任 10 月 着 任

佐藤 雅信（外科）
●趣味/映画鑑賞
お世話になっています。
患者さまの視点での医療を心がけ
て、解りやすく説明できるようにが
んばっていきますのでよろしくお願
いします。

ほり　  ぎ  こう にし  お　　ゆう  み さ  とう　 まさ  のぶ

　「リンパ浮腫」という病名を聞かれた事はありますか？

　リンパ浮腫には、生まれつきリンパ管の働きが悪く腕や脚が腫れる「一次

性浮腫」と、手術後に手術した方の腕や脚が腫れる「二次性浮腫」がありま

す。リンパ浮腫の約８０％は二次性浮腫です。

　今までは、術後に「むくんでも仕方のないもの」と考えて早期から治療を

はじめる体制ができていませんでした。

　平成20年４月に浮腫が起こらないようにする予防的な指導や治療に必

要な物品が一部保険適応となり、当院ではリンパドレナージュセラピストによる「リンパ浮腫外来」「術後指導」を行っ

ています。腫れの原因を正しく理解して注意する事で症状の悪化の改善をはかります。現在、第１・第３木曜日にリン

パ浮腫外来を行っていますので、腕や脚の浮腫でお困りの方は一度外科外来にご相談ください。

日本医療リンパドレナージュセラピスト　鶴崎　奈緒子（副主任看護師）
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