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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
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平成 31年新春を迎えて

社会医療法人博愛会  理事長
山　崎　範　子
同　　　　  理事長代行
菅　間　　　博

　謹んで新春のお慶びを申し上げます。
　今年は、今上天皇の譲位とともに、平成が終わり新たな時代が始まります。新天皇陛下
が皇太子時代と同様に那須御用邸にお越しになられるのであれば、県北地域はロイヤルリ
ゾートとして昭和の時代と同じように繁栄することが期待されます。
　昨年は、日本の医療提供体制の大きな変革が行なわれました。診療報酬と介護報酬の改
定が同時に行われるとともに、地域医療調整会議の議論が始まりました。医療から介護ま
での病床を段階的に種別化し、入院基本料で誘導する仕組みが確立されました。同時に病
院の種別に関係なく地域の全病床数を、行政が調整する仕組みがスタートしました。菅間
記念病院も、那須赤十字病院や国際医療福祉大学病院並みに診療の質をアップし、地域住
民の皆様からの信頼を醸成する努力を怠れば、調整対象となる可能性があります。
　博愛会にとって昨年は、組織が拡大する中で生じた歪みを修正しながら、前へ一歩踏み
出した年でした。那須看護専門学校の第四回卒業生の国家試験合格率は 100% で、地域に
送り出した看護師さんの数は 100 人を越えました。3 年前に新中央棟とともに開設した産科
では、年間 200 を超える出産がありました。あと数年で総出産数は 1000 人を越え、地域の
人口対策に大きく寄与します。ハード面では、旧東棟の改修が始まりました。今年 4 月に
は 25 床の新病棟とともに、介護予防センター、病児保育所、在宅診療センター、第２
NASPAがオープンします。
　昨年のノーベル医学生理学賞には、本庶教授が、免疫チェックポイントの研究で選ばれ
ました。日本の医学界にとって大変喜ばしいことです。しかし、その結果としてオプジー
ボ等に 1000 億円を超える医療費が使われたとの試算があります。現在、様々な分子標的薬
が開発されています。医療費の高騰を防ぐには、確実に効果が見込める患者様に適応を制
限する必要があり、遺伝子関連検査が必須となります。菅間記念病院としても、県北地域
住民の皆様に安く遺伝子関連検査が行えるよう準備を進めたいと考えています。
　今年、博愛会は社会医療法人に移行して 10 周年です。医療制度の変革、医療のイノベー
ションが急激に進む新たな時代を、地域とともに生き抜いていく覚悟です。職員一丸とな
って頑張ります。尚一層のご指導ご鞭撻を賜りたく、心からお願い申し上げます
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新年あけましておめでとうございます

社会医療法人博愛会  菅間記念病院
事務長　　藍　原　　　隆

　改元が間近に迫り、いつもと違う新鮮な心持ちで平成最期の年を越された方も多いので
はないでしょうか。気分一新、新しい時代に、輝ける未来に、大きな期待をもって新年を
迎えられたことと重ねてお慶び申し上げます。
　さて、この 4 月オープンを目指し東棟の改修工事が急ピッチで進められています。デイ
ケア、病児保育、訪問診療所、病床等の整備に加え、フィットネスジムを併設しており、
地域の皆様の健康の維持・増進になお一層お役に立てるものと考えております。また、県
北地域で切望されていた産婦人科や小児科等の診療も一段と軌道に乗り、脳外科も常勤の
先生をお迎えする等、県北の基幹病院たるべく診療体制の整備を進めてまいりましたが、
引き続き更なる充実強化を図っていく所存です。
　地域の皆様のご支援・ご理解・ご協力に改めて深く感謝申し上げますと共に、ご期待に
お応えするべく、博愛会全職員はこれからも挑戦者として自らを奮い立たせ一丸となって
頑張ってまいりますので、今年もどうぞよろしくお願い致します。
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謹んで新春のご祝詞を申し上げます

社会医療法人博愛会　菅間記念病院　院長

東北大学医学部消化器外科臨床教授

自治医科大学消化器・一般外科非常勤講師

鈴　木　正　徳

　己亥（つちのとい）の年は、成長の礎を築いて地固めを優先し、内部の充実をはかる

とともに、次のステージに這い上がるための準備をする年といわれています。菅間記念

病院は以前より人材育成をはかってまいりましたが、新しいフレームワークで新年号と

なる本年を疾駆する所存です。ご支援の程、宜しくお願い申し上げます。
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ＩＣＴ委 員 会
シリーズチーム医療　第3回

ＩＣＴ委員会とは？

新任医師紹介

短期入院協力病院の指定について

　ＩＣＴとはインフェクションコントロールチーム
（Infection Control Team）の略称で、院内で起こる
さまざまな感染症から患者・家族、職員の安全を守る
ために活動を行う組織です。構成メンバーは、医師、
看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師など、
さまざまな職種が集まり、横断的に病院全体の感染対
策活動に従事しています。
　月に 1 回行われる ICT 委員会では、感染対策に関
する報告や協議を行っています。

インフルエンザ流行中！
　季節性のインフルエンザは、例年 11 ～ 12 月頃に流
行が始まり、1～ 3 月にピークを迎えます。インフル
エンザは、せきやくしゃみなどでウイルスがばら撒か
れ、それを吸い込むことで感染します。
　予防対策として、石けんによる手洗いや、手指消毒
が重要です。室内では、適度な換気と加湿器などで適
度な湿度（50 ～ 60%）を保つことも効果があります。
流行時期は人ごみを避け、外出時はマスクを着用しま
しょう。咳などの症状のある方はマスクを着用するこ
とで感染拡大を防げます。そして症状がある場合は、
早めに医療機関を受診してください。解熱後もウイル
スを排出し他の人に感染させる可能性があるため、注
意しましょう。

＜主な活動内容＞

１．院内感染症の把握と評価
　毎月第１月曜日に院内各部門をメンバーとす
る ICT 委員会を開催し、院内における感染症の
発生状況、院内検出病原体、抗菌剤使用状況、
感染症に関する法令等についての情報を共有・
協議しています。

2．感染管理教育の実施
　医師、看護師、コメディカル、事務部門への
感染管理教育研修や院外研修を開催しています。
（２回／年）

3．感染対策マニュアルの作成と改訂
　感染症法や CDC ガイドラインに基づく感染対
策マニュアルの作成と改訂を行っています。

4．職業感染防止対策の実施
　切創防止対策・インフルエンザ等のワクチン
接種について、啓発活動を行っています。

5. 地域医療施設との連携
　感染防止対策加算 I 施設として、年４回、地
域医療施設と感染に関する合同カンファレンス
を開催しています。また、感染に関する相談・
指導を行っています。その他、地域医療施設と
の施設ラウンド評価を行い改善に向けて活動し
ています。

手洗い重要性5モーメンツ
　「手洗い重要性 5 モーメンツ」とは、感染拡大を防
ぐために、我々が行っている手洗いの 5つのタイミン
グのことです。

　WHO（世界保健機関 : World Health Organization）
ではこのタイミングで必ず
手指衛生を実施することを
勧奨しています。日頃から
５モーメンツを意識した手
洗いを心がけることで患者
様及び自分自身を病原微生
物から守っています。

①患者様に触れる前
⇒手指を介して伝播する病原微生物から患者様
を守るため

②清潔 /無菌操作の前
⇒患者様の体内に微生物が侵入することを防ぐ
ため

③体液に触れた可能性がある場合
⇒患者様の病原微生物から自分自身と医療環境
を守るため

④患者様に触れた後
⇒患者様の病原微生物から自分自身と医療環境
を守るため

⑤患者様周囲の物品に触れたあと
⇒患者様の病原微生物から自分自身と医療環境
を守るため

▲ 2018年度　ICT委員会メンバー

飯村　拓哉  先 生
いいむら たくや

◆専門分野
　整形外科

◆出身地
　茨城県阿見町

◆趣味・特技
　音楽

　大変お世話になっております。
　整形外科の飯村拓哉と申します。
毎日、笑顔を忘れずに仕事をしよう
と思っております。

　国土交通省と独立行政法人自動車事故対策機構（ＮＡＳＶＡ（ナスバ））は、自動車事故により重度後遺障害者
となり在宅介護を受けられている方々の短期入院（１回の入院が原則２日以上 14 日以内、年間 45 日まで）を積
極的に受け入れる病院を「短期入院協力病院」として指定しており、当院も指定を受けています。
　短期入院協力病院は、[1] 医学的管理の下に、医師による診察、検査及び経過観察を受けられること、[2] 介護
されている家族の方々が、専門家から在宅介護技術（病状観察法、入浴法、食事法など）及びケアの方法等の助言・
指導を受けられることが要件となっています。ご希望の場合は、お電話にてお問い合わせください。

お問い合わせ：地域医療連携部　TEL 0 2 8 7 - 6 2 - 1 5 6 7

上：ICT 委員会責任
者の丹内先生と
ICTメンバー

左：院内ラウンドの
様子　感染性廃
棄物の分別や尿
道留置カテーテ
ルのチェックな
ど、週二回のラ
ウンドを行って
います。
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　短期入院協力病院は、[1] 医学的管理の下に、医師による診察、検査及び経過観察を受けられること、[2] 介護
されている家族の方々が、専門家から在宅介護技術（病状観察法、入浴法、食事法など）及びケアの方法等の助言・
指導を受けられることが要件となっています。ご希望の場合は、お電話にてお問い合わせください。

お問い合わせ：地域医療連携部　TEL 0 2 8 7 - 6 2 - 1 5 6 7

上：ICT 委員会責任
者の丹内先生と
ICTメンバー

左：院内ラウンドの
様子　感染性廃
棄物の分別や尿
道留置カテーテ
ルのチェックな
ど、週二回のラ
ウンドを行って
います。
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▲ 市内でみかけたコカトゥー
　 （オウム）

医事課　鈴木雅子・佐藤光恵
　11 月に入り、いよいよ海外研修当日。朝の集合か
らちょっとしたハプニングにみまわれながらも出発！
約 10 時間のフライトを経てオーストラリア・メルボ
ルンに到着しました。
　ホテルにチェックインし長時間のフライトの疲れを
癒やすまもなく翌日、病院見学と市内観光へ。今回見
学させて頂いた《マサダプライベートホスピタル》は
緑溢れた町並みの中にありました。数班に分かれ施設
内を見学しましたが、全体的に感銘を受けたのは患者
様に対するサポートがとても行き届いていることで
す。手術室では手術前の待機部屋から麻酔覚醒用の部
屋まであり帰宅までの流れがスムーズに行える設備に
なっていました。またリハビリは 1日 2時間まで行う
事ができ、日常を模した訓練を行える設備もありまし
た。産後ケアにも力を入れており、グループごとにカ
ンファレンスを行い乳幼児の生活リズムを正す教育な
ども行っていました。言葉は分からないものの職員と
患者様のコミュニケーションも良いことが見てとれ、
アットホームな雰囲気のある病院でした。（日本の方
も勤めていました！）
　気になるメルボルンの街並みは世界遺産に登録され
ているような建物と近代的な建物が立ち並んでおり、
異国の世界観があふれた街でした。クイーンビクトリ
アマーケットでは雑貨から食料品まで数多くの店舗が

建ち並び、日本でいう市場のようで活気に溢れていま
した。夕食はホテル近くの高層ビルのレストランへ。
メルボルンの街を一望しながらコース料理とワインを
堪能しました。（個人的にはスパークリングワインが
美味でした！）
　3 日目にはグレートオーシャンロードツアーへ。市
街を抜けて郊外へバスを走らせると、今までの雰囲気
とは一変した景観に感動し、往復５７０㎞の道のりを
感じさせない時間となりました。エメラルドグリーン
に輝く海とその海にそそり立つ奇岩群、途中の森林で
の野生のコアラ探し、日本の自動車 CM や PV に使
用され、ジブリ映画『紅の豚』のモデルとなった海岸
線に連なる岸壁……日本では感じることの出来ない大
自然の神秘に触れることができた 1日でした。そうし
て、あっという間の 3泊 4日の海外研修を無事に終え
ることができました。　　　　
　今回、5年の節目で初めて海外研修に行かせて頂き、
先に出発した 1班の研修時はまさかのテロ事件（宿泊
ホテルの近くでの通り魔事
件）も起きたと聞き、行くま
では不安もありましたが、と
ても思い出深い研修旅行とな
りました。この度の研修にあ
たって、多くの方々のご協力
に感謝致します。このような
機会を与えてくださり、あり
がとうございました。

海外研修報告 博愛会では福利厚生の一環として、勤続５年毎に海外研修に参加
できる制度があります。今回はオーストラリアのメルボルンにて
病院見学を始め、観光・食事・買い物など充実した時間を過ごし
ました。

海外研修 メルボルンを訪れて

▲ 左：グレートオーシャンロードツアー　右上：マサダプライベートホスピタルのスタッフさんと共に　右下：王立展示館
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　保育所は博愛会で働く職員のお子様を、職員が勤
務している間にお預かりしています。通常は午前 8
時から午後 6 時 30 分までが開所時間となっています
が、業務の都合により開所時間を延長または短縮し
たり、休日保育や夜間保育も行っています。現在、
常時 14 名のお子様を保育士８名、保育補助１名で保
育しており、臨時利用者にも対応しています。
　保育所はお子様の人間形成にとって極めて重要な
時期に、その生活時間の大半を過ごす場です。子ど
もは豊かに伸びていく可能性を最大に秘めています。
「安全で健全な保育」を基本とし、ご家庭との連携を
密にしながら、食事面、排泄面、衣服の着脱など生
活習慣に合わせての成長を促します。また、保育士
の愛情深い関わりは、基本的な信頼関係の形成に重
要であることから、職員の協力体制を工夫し、子育
てと就労の両立支援を図り、安心してお子様を託せ
るよう努めています。

　保育士はより良い保育を目指し、研修や勉強会へ
参加を重ねています。体操やリズム遊び、楽器遊び、
製作、読み聞かせなどを取り入れ、また、散歩にも
出かけて四季の自然に触れるなど、乳幼児にふさわ
しい体験が得られるような環境づくりを心掛けてい
ます。端午の節句、七夕、ハロウィン、クリスマス、
節分、桃の節句などの季節の行事も行っており、同
じ敷地内にある在宅総合ケアセンター利用者のおじ
いさん・おばあさんとの交流も行うなど、お子様た
ちは毎日を楽しく過ごしています。

部署紹介　院内保育所

▲ ハロウィンではカボチャの仮装を楽しみました！

▲ こちらもハロウィン。アンパンマン大集合です。

▲ 楽しいクリスマス

▲ おそとで食べるおやつは最高！▲ 端午の節句

▲ ケアセンター利用者さんと

標準的な 1日の流れ

登所（順次）
室内遊び（玩具）
排泄、おむつ交換
朝の会（挨拶、点呼、歌・手遊び、読み聞
かせ）手洗い

排泄・おむつ交換、手洗い
おやつ（果物、パン、ヨーグルト、牛乳など）
帰りの会（挨拶、歌）

昼食（お弁当）
排泄・おむつ交換、読み聞かせ
午睡

降所（順次）

おやつ（乳幼児用お菓子、麦茶など）
活動（体操、リズム遊び、楽器遊び、製作、散歩）
排泄・おむつ交換、手洗い

病　児　保　育
平成 31 年 4 月より、地域住民の方々もご利
用いただける「病児保育」の開設を予定して
おります。
　詳細は後日、ホームページ
にてお知らせいたします。
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部署紹介
看 護 部　新人看護職員教育について

　新年あけましておめでとうございます。今年は亥年
です。仕事・勉学、そして治療とたくさんの猪突猛進
がありますが、無理をなさらぬようほどほどのペース
で進みたいですね。
　早速ですが、当院のピーコックナース＝新人看護師
をご存じですか？　ピーコックとは「孔雀」のことで
す。『知識という羽をたくさん身にまとい華麗に舞っ
て欲しい』という意味が込められており、ピーコック
ナースは日々羽を付けられるように奮闘しています。
　看護部では平成 23 年か
ら日本看護協会が推奨する
新人看護職員教育の努力義
務化に伴い新人看護職員教
育に力を注いでいます。
　ピーコックナース達は青
いバッチ、先輩看護師は赤
いバッチを付けています。
来院した際は是非見つけて
みてください。
　平成 30 年度は、助産師・准看護師を含む 18 名の新
人看護職員が入職しました。看護部の理念である「専
門技術・知識・態度をもって満足いただける看護の提
供」ができる看護師に成長するため、新人教育担当者
が入職時から一年間の研修企画・運営を行っています。
　４月の集合研修では病院・看護部の概要や基礎知識・
技術はもちろん、関連部門についてオリエンテーショ
ンを行いました。5 月には各病棟で看護技術研修を行
い、点滴などの薬剤の取り扱いや患者さんの日常生活
の援助について現場で学び実践能力を養いました。６
月から病棟配属となり、配属後は病棟の先輩看護師に
指導を受けながら一人前の看護師を目指していきま ▲ 心電図研修の様子。ピーコックナース日々邁進中です！

▲バッチデザイン
上：先輩ナース 
下：ピーコックナース

▲ ピーコック（新人看護師）とプリセプター（先輩看護師）　交流会にて

す。病棟配属後も、月に一回フォローアップ研修を行
い、年間計画に沿った学習や同期同士での交流を行っ
ています。さらに、現場での悩みや困っていることを
相談できるよう、新人教育担当者が新人ひとりひとり
と面談を行っています。11 月には新人看護師が企画
するリフレッシュ研修として、今年度はミニ運動会を
開催し、先輩方と交流を深めながら心身ともにリフレ
ッシュができました。このような取り組みを行うこと
で、新人看護師が楽しく看護ができる、いきいきと成
長できる環境を整えています。「博愛と信頼・地域と
共に・高度な医療」の博愛会理念に恥じぬよう、今後
も地域の皆様に信頼していただける看護師の育成に努
めていきます。
　十二支には、季節が割り当てられているそうです。
亥の季節は冬で、春の芽吹きまで、じっと固い種の中
でエネルギーを内にこめている年。新人看護師もまさ
にエネルギーを溜めて 1人前に開花するまで頑張って
いる猪突猛進の年です。青いピーコックバッチを付け
た看護師を見かけたら温かい眼差しで見守って頂けた
らありがたいと思います。亥は無病息災の象徴だそう
です。今年が皆様にとって心身ともに健やかな年であ
りますようお祈り申し上げます。
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　那須看護専門学校は、3 年課程の看護学校です。3
年間で、学生は 3015 時間のカリキュラムを受講して
いきます。学習方法には、講義形式の教室での科目と
実習室での演習形式での学び、そしてそれらを統合さ
せて実際の病院で行わせていただく臨地実習という形
式での学習方法があります。中でも病院での実習は、
学生が最も緊張し、最も充実感を得られる学習です。
自分の実力の不足を痛感し、だからこそもっと勉強し
て患者様に安心してケアを任せていただけるよう頑張
ろうと思いを新たにします。患者様の笑顔が、頑張っ
た自分への大きなご褒美となり次の学習への「力」を
いただけるのです。座学とは違い、患者様や病院の職
員の方々など多くの人との出会いが学生を成長へと導
いて下さいます。本当に貴重な機会を与えていただき
ます皆様に感謝申し上げます。 昨年もその臨地実習
を、10 月・11 月・12 月の 3 か月間で、1 年生の初め
ての実習、それから 2年生が初めて受け持ち患者さん
を担当させていただく実習、さらには、3 年生の 3 年
間のまとめ実習という各学年の特徴的な実習を集中し
て同時期にさせていただきました。
　1 年生は、初めて入院患者様の病床を見て、家と違
う環境での入院生活の中で「早く良くなって家に帰り
たい」とリハビリテーションを頑張る姿に感動し、早
く援助ができるようになりたいと気持ちをあらたにし
ました。2 年生は、これまで学んできた基本的な看護
技術の方法を、どのようにしたら患者様の状況に合っ
た「個別的な援助方法」を実施できるようになるか努
力を始めます。「こんな姿勢で体を拭くのをお手伝い
してみたら、とても楽だったと言っていただけた」と、
嬉しくてたまらないといった様子で学校に帰って来ま
す。初めての喜びは次々と「明日の援助」を「こうし
てみよう」と考えることに繋げてくれます。臨床の看
護師さんたちはきっと「自分もこんな時期があったな
あ」と看護師を志した初心を思い出すことでしょう。
また、3 年生は卒業を前にしてチーム医療の実際やリ
ーダーの役割、看護師長さんの管理業務についてなど
見学を通して学びます。夜勤帯の実習では、看護師さ
んと共に夜の病棟で行われている看護を体験させてい
ただき、初めて患者様の 24 時間の入院生活も実感す
ることになります。このようにそれぞれの学年の学習
段階を一度にみることになるこの期間は、1 年 1 年の

　平成 30 年 10 月 6 日、戴帽式典が、宇都宮共和大学
那須キャンパス記念講堂にて執り行われました。
　戴帽式典は、若き日のフローレンス・ナイチンゲー
ルが、社会奉仕活動に共鳴し、女子献身者となるため
養成所に入館した際に受けた着衣式及び祝福式が由来
と言われており、本校でも、医療機関での臨地実習を
前にした学生が、看護師を志す決意を新たにする式典
として、毎年 10 月に行っています。

那須看護専門学校

第6回　看護の誓い　戴帽式典

看護学生の病院実習
　　　　　1年ごとの成長を実感

那須看護専門学校副校長　松山　ゆかり

▲ 蝋燭の灯りを手に、整列する戴帽生。

平成 31 年度　入学生募集
入試形態 試験内容 願書受付期間 試 験 日
第二回
一般
入学試験

第二回
社会人
入学試験

学科目試験
・国語総合
・数学ⅠA
・英語Ⅰ
面接試験

適性試験
面接試験

平成 31 年
1 月 10 日㈭

～
2月 1日㈮

平成 31 年
２月６日㈬

お問い合わせ（募集要項請求）
〒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/

成長を実感します。そしてそれは、病院の全ての皆さ
まによりご指導をいただいた成果です。ありがとうご
ざいます。何より患者の皆様にはストレスフルな入院
生活の中で、学生を受け入れていただきますこと本当
に感謝申し上げます。この出会いがなければ看護は学
べません。
　一人前の看護師になっていく過程をこれからもどう
ぞ支えていただけますようお願いいたします。

たいぼう
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１F　介護予防センター ( 下記を参照のこと )
　　  病児保育所

２F　在宅診療センター

３F　新病棟　25 床

５F　第２NASPA

在宅総合ケアセンター
Q：病院の東棟の建築工事を行っているようですが、何を作っているの？
A：5階建ての東棟は平成31年4月から以下のような施設になります。

かんま予防センター・ぴんぴんアカデミー　　　　　　
　近年は介護の分野でも予防が重視されるようにな
り、那須町や那須塩原市でも様々な介護予防事業が盛
んに行われています。要介護状態になる前に積極的に
自分を鍛える取り組みです。現在、在宅総合ケアセン
ター 1階で大規模な通所リハビリテーション（デイケ
ア）を実施していますが、市町村の予防重視の考え方
に焦点を合わせ、新たにもう一つの通所リハを作るこ
とになりました。
＜コンセプト＞
　・個別性を重視する
　・役割や生きがいをみつけ、自助 /互助が生かせる

内容
　・楽しい在宅生活を続けるための学校の授業のよう
な形式とする

＜内容＞
　心身機能向上のための専門的かつ多彩な活動を自
ら学ぶ場所とし、能力を高める基盤作りとなる必須
科目、個性に合ったサークル活動などの選択科目、
講義等を実施する予定です。
　必須科目（主にAM）
健康チェック（自らが管理できるようにサポー
トします）
個別評価とアプローチ（専門家が実施し目標や
プログラムを提案します）
トレーニングマシンによる筋力強化
エルゴメーターによる持久力強化
DVD 体操（アンチフレイル体操、嚥下体操など
の集団体操 4種類）
ミニ講話（専門家のさまざまな講話や利用者の
得意分野の講話など）

　選択科目（主にPM）
　　登山（階段）サークル　カラオケサークル
　　創作活動（裁縫、絵画など）　園芸サークル
　　調理サークル（男の料理 /季節の料理）
　　ボランティアサークル　
　　囲碁・将棋・マージャン家事サークル
　　朗読の会　謡・詩吟の会
　　認知機能向上教室　口腔機能向上教室　その他
＊送迎付で半日コースと一日コースがあります。

＜対象者＞
要支援 /要介護認定を受けた方
　「運動や体操を継続し、今の生活を維持したい」「ま
だまだやれる」「もっと良くなりたい」「調理、掃除、
畑仕事などを練習したい」「友達を作りたい」とい
う方など

那須町と那須塩原市の総合事業対象者の認定を受けた方
　「病気がきっかけで体力が低下したが、もとの生活
に戻りたい」「公民館の集まりにまた行きたい」「元
気に犬と散歩できるようになりたい」という方など

オープニングスタッフ 募 集
新しくなった東棟で一緒に働きませんか？

募集職種：介護福祉士（パート勤務可）　介護員（パート勤務可）
  　　　　准看護師 （パート勤務可）　社会福祉士
　　　  　ケアマネージャー
賞与・昇給・手当・保険等：通勤手当有（上限 5万円）、
昇給年 1回、賞与年 2回（3.7 ヵ月実績）雇用・労災・
健康・厚生・財形有、退職金制度有（勤続 3年以上）

お問い合わせ：

　在宅総合ケアセンター

　担当：高澤・室賀・蜂巣
　　　　　　TEL　0287-62-3311

たかさわ　　むろが　　　はちす

ぴんぴん
元気になる
学校です。
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　この度、那須塩原クリニック・健康増進センターで
小児科外来を開くことになりました。
　普段は菅間記念病院で診療を行っておりますが､保
護者の方から「こんな軽い症状で病院に行ってよいの
か分からなかった」「紹介状がないと行ってはいけな
いと思っていた」というお話しを時々耳にします。
　私としてはどんな些細なことでも不安な事があれば
相談していただきたいのですが、「病院」という大き
な建物に圧迫感を感じるのはやむを得ない事でもあり
ます。
　そこで、地域の皆様とより一層近づくために、クリ
ニックに場所を代えて外来診療を行うことに致しまし
た。精査が必要な場合には菅間記念病院、および他の
医療機関と連携して対応致します。
　お子様や保護者の方に「安心」を提供できるよう、
尽力していく所存です。どうぞよろしくお願いします。

　ウェルネスＮＡＳＰＡの出張レッスン、マタニティ
ビクスが好評をいただいております。
　参加された方から「おかげさまで安産だった！」、「産
後すぐに動けるようになりました。」などのお声も届
いており、スタッフ一同も大変うれしく思っておりま
す！
　マタニティビクスは妊婦さん用に考案された出産の
ための体力作り・産後の回復力アップを目的とするエ
クササイズです。妊娠期間中にマタニティビクスで基
礎体力をつけておくことで出産時の負担が軽減され、
産後も代謝が衰えず、体の回復や体重の減少が早くな
ります。胎児・妊婦の安全を十分に考慮したエクササ
イズですので、運動前には必ず助産師による母子の健
康チェックを行い、安全安心な環境で運動することが
できます。
　毎週火曜日にウェルネスＮＡＳＰＡの女性スタッフ
が菅間記念病院にて指導しています。

那須塩原クリニック・
健康増進センター　　 ウェルネスNASPA

小児科開設のご案内 マタニティビクスが好評です！

▲ マタニティビクスレッスンの様子

担当医：
　 八木　正樹　医師
診察日：
　毎週土曜日
　午後のみ
受付時間：
　13：30 ～ 17：00

クリニックへのアクセス

お問い合わせ：

那須塩原クリニック
TEL 0287-67-1570

那須塩原クリニックと
菅間記念病院。どちらも
紹介状は不要です。お子様
について気になることが
ありましたら、お気軽に
受診してくださいね。

レッスンの詳細：
日時：毎週火曜日　10：00 ～ 11：30
　　　（10：00 ～ 10：30 は健康チェックとなります）
定員：1回につき 20 名まで
料金：1回 500 円
場所：社会医療法人博愛会　菅間記念病院

お問い合わせ：

ウェルネスNASPA　
マタニティビクスインストラクター　木下
TEL　0287-67-1577
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私の好きな風景　Vol.5

健康増進公開講座 鈴木院長からのメール

　平成 30 年 9 月 22 日に 「第 17 回健康増進公開講
座」を開催し、地域の皆様や医療職を志す学生の
皆様など約 300 名の方にご来場いただきました。
　今回は「認知症を知って予防しよう！」「脳卒中
の予防と治療」と題した講演でした。多くの方に
とっても身近なテーマであり、参加者の方々も熱
心に耳を傾けていました。また、恒例となってお
ります「健康相談健康相談・健康チェック」やウ
ェルネスＮＡＳＰＡスタッフによるストレッチ体
操も大変好評を頂きました。

　10 月のある夕方、鈴木院長から総務課へ一通の
メール。
件名：「虹の祝福」
本文：雨上がりの一瞬、東棟に虹がかかりました。
改築を応援しているようでしょう！

　添付写真には見事な虹！思わずみんなで窓辺に
かけよりました。院長、ありがとうございます！
　今年 4 月に生まれ変わる東棟。虹の祝福を受け
て鋭意改築中です。詳しくはP.10　「ケアセンター」
をご参照ください。

ウェルネスＮＡＳＰＡ　長山　翔山　奥　の　滝
　ここ数年、色々な場所で写真を撮影しております。
山岳写真を主としているのですが、動物や海、滝の
写真もよく撮りに行きます。毎年必ずと言ってもい
いほど行くのが塩原の山奥にある滝です。携帯の電
波も届かない駐車場から森の中を 40 分、途中から
美しい数々の滝を見る事ができます。終点と思われ
る場所からさらに奥深く進むと、目的の滝にたどり
着きます。険しい岩道を通るため登山用の装備は必
須です。
　最近、雑誌やテレビでも紹介されたためすっかり
有名になってしまい、装備が不十分な方が軽い気持
ちで挑んだ所、足を滑らせ大怪我をしてしまう事故
が増えてきているのは悲しい事です。去年、自分も
高齢の写真家の方が滑って頭を打ち気絶している所
を他の方々と協力して救助した経験があります。そ
れでも、滝自体は大変美しく、季節によって向きが
変わってくる光芒と滝のコラボレーションが自然の
芸術作品となっております。山同様、三脚など様々
な撮影器具を担いでいく価値が十分にある素晴らし
い場所だと思います。
　※　写真はトレッキング仲間と滝の写真です。

▲ 「認知症を知っ
て予防しよう！」
獨協医科大学
日光医療センター
神経内科長
渡邉　由佳 先生

▲ 「脳卒中の予防
と治療」
菅間記念病院
脳神経外科部長
田中　裕一 先生

▲ 講演の合間のス
トレッチ。みなさま
ご参加ありがとうご
ざいました！

ながやま しょう


