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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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東棟リニューアルオープン東棟リニューアルオープン
　2019 年 3 月 30 日にリニューアルオープンした東棟。
　在宅医療センターをはじめ、デイケアセンターである「ぴんぴんアカデミー」、菅間記念病院 東 3 階病棟と第
２リハビリテーション室、 病児保育室、フィットネス「ウェルネス NASPAⅡ」などなど、地域の皆様のお役に
立てるような施設を、一堂に集めました。

　「菅間在宅診療所（新規開設）」と「ほほえみ訪問看護ステーション」を２階に隣接配置した「在宅医療セ
ンター」を開設し、より緊密な連携がとれる体制になりました。

在宅医療センター　開設

＜写真＞
①　新しくなった東棟
②③　竣工式の様子
④　1階 ぴんぴんアカデミー 言語聴覚士による「食力グットアップ教室」
⑤⑥　同　理学療法士による「もりもりマッスル教室」
⑦　東棟３階病棟スタッフ一同
⑧　2階 第２リハビリテーション室
⑨　黒崎史果医師を囲んで菅間在宅診療所 及び
　　ほほえみ訪問看護ステーションスタッフ
⑩　生澤史江医師と利用者様　⑪　黒崎史郎医師　⑫　4階 ベビービクス
⑬　5階 NASPAⅡ スタジオレッスン  ⑭　同　初回者指導
⑮⑯　病児保育室
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6S 委 員 会
シリーズチーム医療　第4回

６S委員会とは？ ６Sとは何かといいますと…

【患者満足度調査】

【接遇研修】

▲ 委員会の集まりの様子 ▲ 委員会ラウンドの様子

レシピと写真　栄養科　後藤

レンジで簡単！！

ジューシー肉団子

▲ 2019年度　６S委員会メンバー

　医療従事者としての全職員のモラル向上と、医療サ
ービス内容の充実のために設置された委員会です。サ
ービスの改善を推進するとともに、全職員にとって安
全かつ効率の良い仕事が実現できる労働環境を整え
て、その成果を最大限に上げることを目的としています。
　構成メンバーは、看護師、薬剤師、臨床検査技師、
放射線技師、リハビリ等の様々な職種が集まり活動し
ています。
　皆様、そもそも６Sという言葉ご存知でしょうか？
　整理、整頓、清掃、清潔、作法、サービスの頭文字
を取って６Sと言います。

　毎年、外部講師を招き接遇（患者様に対するマナー）
に関する研修を、６S 委員会が主体となり院内の教育
委員会と連携を取って行っています。社会人としての
基本的なものから患者様との対応についてなど、患者
様や他職種と関わることの多い病院業務において欠く
ことのできない研修です。ただの座学だけではなく参
加する職員が興味をもって楽しく研修を受け今後に役
立つように外部講師を選出しています。
　定期的に研修に参加することで院内全体の接遇の向
上に努めていけるように取り組んでいます。

整理…　　いるもの・いらないものを区別して、
いらないものを処分すること。

整頓…　　いるものを使いやすいようにきちん
と置き、誰でも置き場所がすぐ分か
るようにすること。

清掃…　　常に掃除をし、点検すること。
清潔…　　整理・整頓・清掃の 3S を維持し、き

れいな状態にたもつこと。
作法…　　決められたことを、いつも正しく習

慣づけること。
サービス…相手のために気を配ってつくし、満

足感を与えること。
　これらのことを行う委員会が 6S 委員会です。我々
は特に、次の３つの内容に力を入れて活動しています。

　毎年院内で、ある期間を設け患者様やご家族様に対
しアンケートを実施させていただき、その結果を集計・
報告しています。アンケートは病棟と外来では内容が
異なっており、患者様の満足度をより細かく評価でき
るように、各部署で調査しています。
　職員は普段から患者様の気持ちを意識したうえで業
務に従事しておりますが、実際に患者様からどのよう
にみられているのか、どのようなことに注意しなくて
はいけないのかを知り、改善するきっかけづくりをし
ています。患者様の生の声を聞く機会ですので、改善
すべき内容であった場合には真摯に受け止めて対応致
します。
　また、マイナスなことだけでなく良い面のお言葉も
いただけています。自分たちの良い面を知り自信につ
なげ、それを励みに日々頑張っています。

【職場実態調査】
　職場実態調査では、各部署を見回ること（ラウンド）
により安全かつ効率的な労働環境の配慮や、チェック
リストを用いての適切な身だしなみ・服装の奨励を行
っています。
　また、各部署にて物品の配置など改善したほうが良
い場合には、職員の働きやすい環境を作れるよう協力
します。
　さらに、我々は 6S だよりを発行し活動内容を年に
３回院内に報告しています。ラウンドした際の評価や
満足度調査のアンケートの集計を院内の職員と共有す
ることで医療サービスの向上を目指しています。
　これからも、患者様や職員のお役に立てるような委
員会を目指していきますので、よろしくお願い致します。

　暑い日にもガスを使わず、簡単におかずを作れます♪
　夏バテ予防・疲労回復には豚肉がおすすめです。
豚肉にはビタミン B１が豊富で玉ねぎと一緒に食べ
ると疲労回復と体力の維持につながります☆
ぜひお試し下さい！

《作り方》
　１．玉ねぎは粗いみじん切りにします。
　２．ボウルに豚ひき肉、 ★の調味料、粗みじんの

玉ねぎを入れて粘りがでるまで混ぜ合わせ
ます。

　３．  直径 3cm 程に丸く成形し、耐熱皿に並べま
す。ラップをかけて電子レンジ 600W で 2
分加熱し、肉の脂が多い場合は取り除きます。

　４．【調味料】を合わせて調味液を作り、３．の
肉団子にかけます。

　５．再びラップをかけて電子レンジ 600W で１
分加熱をします。

　６．肉団子を転がして調味液を絡め、再び 2 分
加熱します。

　７．お皿に盛りつけて、ごまを散らしたら完成
です。

　※電子レンジによって加熱の具合が異なります。
竹串でさして透明の肉汁が出る位まで加熱して
下さい。

《材料》2人分
　【肉だね】
　豚ひき肉　　　 200ｇ
　玉ねぎ　　　　 1/2 個
　★片栗粉　　　 大さじ 2
　★塩　　　　　 少々
　★おろし生姜　 小さじ 2
　【盛り付けで使用】
　白いりごま　適量

【調味料】
みりん　大さじ1
酒　　　大さじ2
砂糖　　大さじ1
醤油　　大さじ2 
水　　　大さじ3
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▲ 2019年度　６S委員会メンバー

　医療従事者としての全職員のモラル向上と、医療サ
ービス内容の充実のために設置された委員会です。サ
ービスの改善を推進するとともに、全職員にとって安
全かつ効率の良い仕事が実現できる労働環境を整え
て、その成果を最大限に上げることを目的としています。
　構成メンバーは、看護師、薬剤師、臨床検査技師、
放射線技師、リハビリ等の様々な職種が集まり活動し
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　皆様、そもそも６Sという言葉ご存知でしょうか？
　整理、整頓、清掃、清潔、作法、サービスの頭文字
を取って６Sと言います。

　毎年、外部講師を招き接遇（患者様に対するマナー）
に関する研修を、６S 委員会が主体となり院内の教育
委員会と連携を取って行っています。社会人としての
基本的なものから患者様との対応についてなど、患者
様や他職種と関わることの多い病院業務において欠く
ことのできない研修です。ただの座学だけではなく参
加する職員が興味をもって楽しく研修を受け今後に役
立つように外部講師を選出しています。
　定期的に研修に参加することで院内全体の接遇の向
上に努めていけるように取り組んでいます。

整理…　　いるもの・いらないものを区別して、
いらないものを処分すること。

整頓…　　いるものを使いやすいようにきちん
と置き、誰でも置き場所がすぐ分か
るようにすること。

清掃…　　常に掃除をし、点検すること。
清潔…　　整理・整頓・清掃の 3S を維持し、き

れいな状態にたもつこと。
作法…　　決められたことを、いつも正しく習

慣づけること。
サービス…相手のために気を配ってつくし、満

足感を与えること。
　これらのことを行う委員会が 6S 委員会です。我々
は特に、次の３つの内容に力を入れて活動しています。

　毎年院内で、ある期間を設け患者様やご家族様に対
しアンケートを実施させていただき、その結果を集計・
報告しています。アンケートは病棟と外来では内容が
異なっており、患者様の満足度をより細かく評価でき
るように、各部署で調査しています。
　職員は普段から患者様の気持ちを意識したうえで業
務に従事しておりますが、実際に患者様からどのよう
にみられているのか、どのようなことに注意しなくて
はいけないのかを知り、改善するきっかけづくりをし
ています。患者様の生の声を聞く機会ですので、改善
すべき内容であった場合には真摯に受け止めて対応致
します。
　また、マイナスなことだけでなく良い面のお言葉も
いただけています。自分たちの良い面を知り自信につ
なげ、それを励みに日々頑張っています。

【職場実態調査】
　職場実態調査では、各部署を見回ること（ラウンド）
により安全かつ効率的な労働環境の配慮や、チェック
リストを用いての適切な身だしなみ・服装の奨励を行
っています。
　また、各部署にて物品の配置など改善したほうが良
い場合には、職員の働きやすい環境を作れるよう協力
します。
　さらに、我々は 6S だよりを発行し活動内容を年に
３回院内に報告しています。ラウンドした際の評価や
満足度調査のアンケートの集計を院内の職員と共有す
ることで医療サービスの向上を目指しています。
　これからも、患者様や職員のお役に立てるような委
員会を目指していきますので、よろしくお願い致します。

　暑い日にもガスを使わず、簡単におかずを作れます♪
　夏バテ予防・疲労回復には豚肉がおすすめです。
豚肉にはビタミン B１が豊富で玉ねぎと一緒に食べ
ると疲労回復と体力の維持につながります☆
ぜひお試し下さい！

《作り方》
　１．玉ねぎは粗いみじん切りにします。
　２．ボウルに豚ひき肉、 ★の調味料、粗みじんの

玉ねぎを入れて粘りがでるまで混ぜ合わせ
ます。

　３．  直径 3cm 程に丸く成形し、耐熱皿に並べま
す。ラップをかけて電子レンジ 600W で 2
分加熱し、肉の脂が多い場合は取り除きます。

　４．【調味料】を合わせて調味液を作り、３．の
肉団子にかけます。

　５．再びラップをかけて電子レンジ 600W で１
分加熱をします。

　６．肉団子を転がして調味液を絡め、再び 2 分
加熱します。

　７．お皿に盛りつけて、ごまを散らしたら完成
です。

　※電子レンジによって加熱の具合が異なります。
竹串でさして透明の肉汁が出る位まで加熱して
下さい。

《材料》2人分
　【肉だね】
　豚ひき肉　　　 200ｇ
　玉ねぎ　　　　 1/2 個
　★片栗粉　　　 大さじ 2
　★塩　　　　　 少々
　★おろし生姜　 小さじ 2
　【盛り付けで使用】
　白いりごま　適量

【調味料】
みりん　大さじ1
酒　　　大さじ2
砂糖　　大さじ1
醤油　　大さじ2 
水　　　大さじ3
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新たに着任した２名の先生をご紹介します。

赤羽　　崇  先 生
あかばね たかし

◆専門分野
　循環器内科

◆出身地
　栃木県
　さくら市

◆趣味・特技
　読書

　本年 4 月より循環器内科に勤務することになりました赤羽崇と
申します。出身は栃木県、さくら市（旧喜連川町）です。高校ま
では栃木県でしたが、大学は富山大学附属病院を卒業しました。
卒後も富山大学附属病院第二内科に所属し、関連病院に勤務して
おりました。大学時代は心不全チームに所属し、肺高血圧症、睡
眠時無呼吸症候群と心不全の治療などに携わっていました。
　両親が高齢になってきたこともあり、教授交代の時期に医局を
辞めて地元に帰ってきました。多少なりとも地域医療に貢献でき
るように頑張りたいと考えております。至らない点が多いとは思
いますが、よろしくお願いします。

八木沢　就真  先 生
やぎさわ しゅうま

◆専門分野
　口腔外科・
　一般歯科

◆出身地
　栃木県
　日光市

◆趣味・特技
　旅行

　今年４月より歯科口腔外科に勤務することになりました八木沢
就真と申します。栃木県日光市で生まれ高校卒業まで栃木で育ち、
大学卒業後に栃木県に帰ってきて現在に至ります。人生の大半を
栃木で過ごしてきましたが、那須地区は初めてであり、生まれた
日光とは違った雰囲気がありとても楽しみです。
　これまでは、口腔外科を専門に治療に従事してまいりました。
当科では口腔外科疾患はもちろん、入院下での歯科治療、インプ
ラント、歯を白くするような審美歯科につきましても治療を行っ
ております。また、獨協医科大学口腔外科をはじめ地域の歯科医
院と連携し、最適であり安心できる医療を提供できるように精進
してまいります。
　今後ともよろしくお願い申し上げます。

新任医師紹介

正職員・パート職員募集 博愛会の仲間になりませんか？
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/

■菅間記念病院 
　助産師・看護師・准看護師・看護補助者
　薬剤師・ 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
　臨床工学技士・管理栄養士・臨床検査技師
　社会福祉士・医師事務作業補助者・保育士
　健康診断部事務員（PC入力・受診者案内）

■ほほえみ訪問看護ステーション
　訪問看護師

 ≪募集職種≫
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部署紹介　中央５階病棟

病棟の特徴

▲ 消化器科　竹内院長・高野医師

▲ チームワークを大切に、笑顔で頑張ります☆

▲ 先輩と一緒に夜勤業務も頑張っています‼

▲ 整形外科　知場医師・高井医師

 2015 年 4 月より新病棟が完成し、
中央 5階病棟 54 床がスタートしました
（2019 年 4 月～ 52 床へ）
消化器内科、外科・整形外科を中心とした混合病棟です。

　当病棟は、急性期から慢性期、周術期、終末期と様々
な患者様が看護の対象となります。そのため、多職種
との連携が重要でありチーム医療を推進しておりま
す。
　また二次救急指定病院であるため、24 時間救急患
者様の受け入れにも対応しています。

病棟運営にあたって
　当病棟は、様々な治療過程の患者様が入院されます。
当院は「博愛と信頼・地域と共に・高度な医療」を提
供することを理念としています。当病棟のスッタフも
専門職として、それらに対応できる知識・技術の向上
に取り組んでいます。

　2012 年には那須看護専門学校が開設され、当病棟
にも毎年多くの卒業生が入職しています。若手看護師
も多く、とても元気な病棟です。中央 5 階病棟では、
後輩の育成にも力を入れています。若手看護師の成長
だけでなく、指導する先輩看護師も指導を通じで、共
に成長を目指す「共育」の実践を心掛けています。ま
たスタッフ一人一人が自身の「看護観」を大切にし、
日々の看護が提供できる病棟づくりを目指していま
す。

　患者様・ご家族様に寄り添い、安心して入院生活が
送れるよう個別性のある看護の提供を目指し、これか
らもチームワークを大切にスタッフ一丸となって頑張
っていきたいと思います。
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看 護 部　新人看護職員教育について

▲ 検査研修で心電図について学びました。

▲ 4 月・5月の研修成果を発表しました。

▲ 左 点滴・注射研修（新人同士で練習しました！）
　 右上 多職種合同の一時救命処置研修　右下 医療機器取扱研修

▲ 新入職員歓迎会で「マツケンサン
　 バ」を披露しました！

　暑い毎日がつづきますが、いかがお過ごしでしょう
か。5 月 1 日に元号が変わり、早いもので 2 か月が経
ちました。皆様は、令和をどんなお気持ちで迎えまし
たか？　令和という言葉は万葉集「梅花の歌」から引
用され、見事に咲き誇る梅の花のように一人ひとりが
明日への希望とともに、それぞれの花を大きく咲かせ
ることができる日本でありたいとの願いを込め、決定
されたそうです。みなさまは、どんな花を令和に咲か
せたいですか？　皆様の花が希望と共に開花できるよ
う、看護の質向上に努め、精一杯サポートさせていた
だきたいと思いますので、令和もよろしくお願いいた
します。
　さて、今年度も看護部では新人看護職員を 11 名迎
えました。4 月の集合教育と５月の技術研修を終え、
６月より部署配置となりました。不安と緊張はたくさ
んありますが、希望を抱き一人一人が大きく花開ける
よう一人前の看護師を目指して奮闘中であります！当
院の新人看護職員は、「ピーコックナース」という愛
称があります。ピーコックとは孔雀を意味しており、
知識や経験という羽をたくさんつけて華麗に舞ってほ
しいと言う願いが込められています。孔雀のイラスト
が入った緑のバッジをつけていますので、ぜひ当院の
ピーコックナースを見つけてみてください。また、新
人看護職員は毎月フォローアップ研修を受け、知識・
技術の向上に励んでいます。当院のホームページには
研修の様子などが掲示されていますので、ぜひ看護部
のページをご覧になってください。

佐藤　麗華：まだまだ未熟ですが、先輩看護師に聞き
ながら頑張っていきたいです。

星　季実花： 自分にできることを精一杯がんばります。
井上　唯　：患者さんに「ありがとう」と言っていた

だけるような看護師になれるよう頑張り
ます。

江井　蘭夢：早く一人前になれるよう勉強していきます。
市村　友里：これから様々な経験を積んで、一人前の

看護師になりたいと思います。よろしく
お願いします。

我妻　采音：赤ちゃん、お母さんだけでなく、女性疾
患患者さんの入院生活をサポートできる
頼りがいのある看護師を目指します。よ
ろしくお願いします。

蛭川　真衣：これから看護師として頑張っていきたい
と思います。

菊地　幸絵：知識や経験を身につけ、患者様の心に寄
り添える看護師になれるように努力して
いきたいです。

藤田　由香：知識・技術はまだまだ未熟ですが少しで
も早く先輩に追いつけるように頑張ります。

後藤　淳美：先輩ナースのように技術を向上できるよ
う経験を積んでいきたいと思います。

手塚　李佳：多くの知識を身につけ、笑顔で一生懸命
頑張ります。

＜新人看護職員 11 名よりひと言＞
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　5 月１日に令和の時代が始まり、新しい気持ちで仕
事を頑張るぞと思った人も多いと思います。少し働き
方は変わりましたか？　そういう私はといえば、いく
つもの仕事の期限に追われ、あっという間に日が過ぎ
ていく相変わらずの日々です。
　こんな時に思い出したのが、三国志で有名な諸葛孔
明のエピソードを通して現代人に向けた本『人間力を
伸ばす七つの教え』です。なかなかうまくいかないな
あと悩んだ時に、読み返したい本です。「冷静」「倹約」
「意志」「計画」「学習」「行動」「人脈」の７つの力を
使うことを教えてくれます。「時は金なり、効率は命
なり」…孔明は、仕事にあたる時、時間と効率を考えて、
優先順位をつけることに徹底したそうです。現代人に
とってこの２つは重要な問題です。孔明曰く「時間に
は面白い特徴」がある。『遅々として進まぬ時間』『知
らぬ間に過ぎ去っている時間』『その場で止まってし
まう時間』です。一心不乱に物事に没頭している時の
時間はあっという間に過ぎていく。しかし、気の進ま
ないことに悶々としている時、時間はのろのろとしか
進まず、果てしないものに思えてくる。つまり、時間
には人それぞれ、場面場面によって容量があるという
のです。この容量を把握し、時と場合によって使い分
けることが成功の条件だそうです。
　時間は無限です。しかし一人ひとりにとっては有限
であり、繰り返して使うことはできません。だから、
限られた時間の中で多くのことを経験することで、時
間の容量を拡大させるのです。いわゆる「時間管理」
です。その時、複数の仕事をこなせるかどうかは時間
管理次第であり、時間管理がうまくいけば、同時並行
でそれぞれの仕事に「精神集中」することが可能とな
り、目標としていた仕事が達成されていくわけです。
　今日のことは今日中に終わらせ、絶対に明日に延ば
してはいけない。先延ばしは成功の大敵、「決断した
ら即、実行」する習慣をつ
けることも物事を進めてい
く重要なキーワードです。
まさに私の優柔不断さを言
われているようです。
　暑い夏を迎える今、仕事
の仕方をよくよく見直して、
効率の良い仕事をしていき
たいと思います。

　将来看護師を志し、看護学校への入学を希望してい
る方を対象に、毎年オープンキャンパスを実施してお
ります。
　施設内を公開し、模擬授業を体験していただくこと
で、本校への関心を深めて頂くことを目的としており
ます。
　【日時】7月 24 日（水）  8 月 3 日（土）  8 月 8 日（木）
　　　　いずれも 10：00 ～ 12：30（受付 9：30 ～）
　【対象】中学生・高校生・社会人（保護者の参加可）
　【内容】ガイダンス　看護技術体験　模擬授業
　　　　在校生との懇談会　など
　※参加を希望される方は下記連絡先へご連絡下さ
い。当日参加も可能です。

　※筆記用具・上履きのご持参をお願いいたします。

那須看護専門学校

オープンキャンパスのお知らせ

時間の容量を拡げ効率よい仕事を
那須看護専門学校副校長　松山　ゆかり

▲ 昨年のオープンキャンパスの様子（沐浴体験）

平成 32 年度　入学生募集　第 9回生
入試形態 試験内容 願書受付期間 試 験 日

推薦
入学試験

第一回
一般
入学試験

第一回
社会人
入学試験

小論文試験
面接試験

学科目試験
・国語総合
・数学ⅠA
・英語Ⅰ　
面接試験

適性試験
面接試験

9月 20 日㈮
～

10 月 1 日㈫
10 月 5 日㈯

11 月 7 日㈭
～

11 月 28 日㈭
12 月 4 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/

決断したら即、
　　　　　実行！
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▲ 体操もみんなでやれば楽しく行えます

▲ 改元記念に「令和」書初め

▲ コグニバイクで認知症予防
　 （自転車をこぎながらクイズなど脳トレを行います）

▲ 左　リハビリ専門職が親身になって希望を聞き取ります
　 右　「ぴんぴんファイル」で自己管理

在宅総合ケアセンター

介護予防センター ぴんぴんアカデミー
　　　　　　　TEL　028 7 - 7 3 - 5 9 3 1

担当：高澤寛人・室賀光・大野絵里佳

そうだ‘ぴんぴん’しよう！

　平成 31 年４月に東病棟が生まれ変わり、その１階
に「介護予防センターぴんぴんアカデミー」が開設さ
れました。ぴんぴんアカデミーは、いつまでも自宅で
‘ぴんぴん’と元気に過ごすために、「学校（アカデミー）
のようにリハビリテーションや体操、レクリエーショ
ンで身体を動かし、授業のように健康に関する勉強を
する」という意味を込めて名付けられました。
　ぴんぴんアカデミーは、「活動」と「自己管理」に
力を入れている通所リハビリテーションです。
　元気で健康な身体づくりのためには身体を動かす
「活動」が大切です。リハビリテーション専門職が１
人ひとりの希望や困りごとに応じた個別のリハビリプ
ランを一緒に考え、散歩（歩行練習）や調理練習（生
活練習）を行います。また、しっかり歩くための筋力
を強化する「もりもりマッスル教室」、脳の力や生活
力を活性化する「脳力あれこれ教室」、話す力や食べ
る力をつける「食力グッドアップ教室」といった介護
予防に重要な集団プログラムがあり、体操に加え、運
動の効果や物忘れ、食べ物を飲み込むしくみについて
のミニ講話で勉強します。さらに、筋力や体力強化の
ためのトレーニングマシンや自転車エルゴメーター、

認知症予防のためのコグニバイクという最新のマシン
でのトレーニングがあります。運動だけではなく季節
を感じるレクリエーションや行事も行っています。
様々な活動を利用者の皆さんはいつも励まし合いなが
ら真剣に取り組み、楽しんでいます。
　また、自分の健康状態・活動状況を「自己管理」す
るために‘ぴんぴんファイル’というものを利用者様
は使用しています。利用中のバイタルや食事量、行っ
た活動を自分で記入します。ファイル内にはミニ講話
のプリントや計算問題などを保存できるため、家に帰
ってご家族と一緒にその日に行ったことを振り返って
頂くこともできます。ファイルが分厚くなることで「自
己管理」を頑張った証が目に見えてわかり自信につな
がっていきます。
　まだまだ始まったばかりのぴんぴんアカデミーです
が、この黒磯・那須の地域の皆様がぴんぴんと元気に
なれるよう頑張っていきます。気軽に見学・体験に来
て下さい。電話での相談もお待ちしています。
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クラス
紹　介

　5 月より那須塩原クリニック・健康増進センターで
水曜日の糖尿病・内分泌内科外来を担当させて頂くこ
とになりました山本浩之と申します。私は東京大学腎
臓・内分泌内科の大学院在籍中に学外研究指導委託に
より、杏林大学の病理学教室において菅間博先生に研
究をご指導いただきました。
　近年の糖尿病の治療薬の進歩は著しい一方で、医学
的な病態のみならずライフスタイルや家庭環境等も踏
まえた上で個別に最適な治療法・投薬を選択すること
がますます求められる時代になっています。甲状腺や
副腎といった内分泌疾患も実態としては多くの患者さ
んがいるものの気付かれていないことが多い領域で
す。外来では患者さんと治療のゴールを共有しベスト
な治療を提供することを心がけていきたいと考えてお
ります。よろしくお願い致します。

　暑くなってきておりますが皆様いかがお過ごしでし
ょうか？　熱中症や疲労には十分にお気を付けくださ
い。ウェルネスＮＡＳＰＡでしたら適度な気温の館内
で快適にリフレッシュできますよ！
　さて、2019 年 4 月より、菅間記念病院　東棟にウ
ェルネスＮＡＳＰＡⅡがオープンいたしました。新し
いマシーン、スタジオレッスン、有酸素運動マシーン、
そしてシャワールームなど充実した施設となっており
ます！　那須塩原駅前のＮＡＳＰＡで好評を頂いてお
ります体組成測定・マンツーマンの初回者指導もござ
いますので、初めての方も安心してトレーニングを行
うことができます。無料体験や見学も可能ですので是
非一度いらしてください。
　さらに！　ＮＡＳＰＡⅡでは専門のインストラクタ
ーによるベビービクスやマタニティビクスを行ってお
ります。マタニティビクスは妊婦さんのためのエクサ
サイズで、大きなお腹でも安全に動けるようにプログ
ラムされたレッスンを、リズムに合わせてインストラ
クターと一緒に行います。出産に向けた体力作り・適
正体重の維持を目的としており、実際に参加された
方々からも「出産が楽だった！」、「出産後の回復が早
かった！」など好評をいただいております。ベビービ
クスは赤ちゃんと母親のスキンシップを基本としたベ
ビーマッサージ・ベビーエクササイズからなるプログ
ラムです。母親の愛情のこもったマッサージやエクサ
サイズは赤ちゃんの知的発達や情緒性の発達にも効果
がある事が知られています。ご興味のある方はご連絡
ください！

那須塩原クリニック・
健康増進センター　　 ウェルネスNASPA

糖尿病・内分泌科の
診療が始まりました

ウェルネスＮＡＳＰＡⅡが
オープンしました！

ごあいさつ

担当医：山本　浩之　医師
診察日：毎週水曜日
受付時間： 9：30 ～ 12：00
　　　　　13：30 ～ 16：30
診療時間：10：00 ～ 12：30
　　　　　14：00 ～ 17：00
出身大学：東京大学医学部
　　　　　（2009 年卒）
専門分野：糖尿病・内分泌代謝疾患
専 門 医：日本糖尿病学会　糖尿病専門医
　　　　　日本内分泌学会　内分泌代謝科専門医

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

 マタニティビクス
 ソフトマタニティエクササイズ
 ベビービクス（1ヶ月～５ヶ月）

ベビービクス（6ヶ月～１才のお誕生月）
キッズ　ひよこ（1才児～）
キッズ　うさぎ（2才児～）
ママのエクササイズ（産後の方）

【各クラス共通】
レッスン料：756 円　初回無料！
講師：日本マタニティフィットネス協会認定
　　　インストラクター　戸﨑　信子
<お問い合わせ> 参加にはご予約が必要です
e-mail : renkei@hakuai.or.jp

やまもと　　ひろゆき

予定は
博愛会HP
「病院からの
お知らせ」
をご参照く
ださい
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私の好きな風景　Vol.6

親和会　さくらんぼ狩り 那須塩原市商工産業祭にて

　博愛会の職員互助組織である親和会で、6月16日、
山形県へさくらんぼ狩りに行ってきました。前日か
ら土砂降りの雨でしたが、私達の日頃の行いが良い
ので（？）、現地につくころには、天気も回復しま
した。熊野大社を散策し、小腹がすいた所で、いよ
いよ「狩り」へ！ 食べるのに夢中で、あまり写真
を撮れませんでしたが、美味しく綺麗なさくらんぼ
を沢山いただき、身も心も満たされました。
　親和会ではディズニーリゾート旅行や劇団四季観

劇、ボーリング大会など、
年に数回イベントを企画
し、職員の交流を深めて
います。

　5 月 12 日、那須塩原市の商工会主催で行われて
いる商工産業祭に今年も博愛会のブースを出展し
ました。お立ち寄りいただいた方には、看護師に
よる血圧チェックや健康相談を実施しました。
　ブース前ではウェルネス NASPAⅡの無料体験
チケットや人間ドックのご案内を予定枚数全てお
配りしました。初夏というより真夏の暑さの一日
でしたが、多くの方にご好評いただき、いい汗を
かきました。
　来年も出店予定ですので、病院に行くほどでは
ないけれども、少し気になる症状についてなど、
お気軽にご相談ください！

南３階病棟　看護師　阿見　幸尚板 室 の 避 暑 地
　これからの季節にお勧めのスポットを紹介します。那須塩原市（旧黒磯市）から板室街道を板室温泉街
に向かって車で走ると、途中に木の俣橋が見え、公衆トイレと駐車場があります。この橋の下を流れるの
が木の俣川で周辺は木の俣園地として遊歩道が敷かれています。周辺の遊歩道は約 600ｍで徒歩 10 分程度
の散歩コースになっています。森林は綺麗に手入れがされていて、季節によって木々や花々の違った風景
を楽しめます。途中には巨岩吊橋という吊橋があり、写真はそちらから撮影したものです。今となっては
希少な清流で濁りが無く、天気のいい日には水面が青く透き通って見えるほどです。

　近頃、某 SNSに投稿され
たことから話題となってお
り、夏には多くの観光客が
立ち寄り、水遊びを楽しむ
など避暑地となっていま
す。人気のスポットなのは
良いことですが、ゴミを捨
てていく人がいるのが残念
です。
　短時間で 1 周することが
できるので、皆さんもこれ
からの暑い夏には是非、森
林や冷たい川の水で涼みに
行かれてみてはいかがでし
ょうか。

▲ 熊野大社境内の風鈴 ▲ さくらんぼ園にて

あ　み ゆきたか


