●病棟ひな祭り会（平成２７年３月５日）

●第１５回和歌山県病院大会
第１９回和歌山県病院協会学術大会

（平成２７年２月１１日）
本年は要望演題１題と一般演題１題の演題発表を行いました。
(於：ホテルアバローム紀の国)
■要望演題
「スタッフの学習意欲、知識向上への取り組み」
〜テストを用いた現状把握と講義体験を通じて〜
腎センター 看護師 西原誘作
■一般演題
「介護職員教育の一考察」
〜おむつ交換の手技統一を通して〜
新館病棟 看護師 児嶋剛弘
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ひな祭り会を行い、
１１名の患者さんが参加して
くれました。今回は、
折り紙で作ったひな人形に患
者さんがそれぞれ顔を書き入れ、
表情豊かな手作
りひな人形と共にひな祭りの歌を歌うなど楽しい
会となりました。

新入職員紹介

栄養課
調理員
武田 芽美

栄養課
管理栄養士
笹野 馨代

（入職日平成２６年９月１６日）

（入職日平成２６年１０月１日）

栄養課に勤務させていただいて
６ヶ月が過ぎました。まだまだ不
慣れなことが多いですが周りの
方々に助けていただきながら働
かせていただいています。今ま
での経験を生かし、患者さんに
喜んでいただける食事を提供で
きるよう頑張りたいと思います。

新館病棟
介護福祉士
森川 悟江

医事課
事務員
栗田 満里奈

（入職日平成２６年１０月１６日）

（入職日平成２６年１０月１日）

平成２６年１０月より勤務させて 平成２６年１０月より医事課で働 平成２６年１０月より勤務させて
いただいています。
４月で管理 かせていただいています。受付 いただいています。当初は慣れ
栄養士６年目となります。献立 と健診の業務を担当しています。 ない土地で不安がたくさんあり
をはじめ、患者さんに喜ばれ満 入職して半年が経ちましたが、 ましたが、今は笑顔で毎日働け
足していただける食事提供を目 まだまだ毎日が勉強です。もっ ています。これもスタッフと患
指し、今後も頑張りたいと思い と知識と経験を深め、患者さん 者さんの励ましのおかげです。
ます。また栄養指導にも力を入 やスタッフに信頼される事務員 本当にありがとうございます。
れていきたいと思っております。 になれるよう頑張ります。
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本部〒649-0304 和歌山県有田市箕島1265
電話 0737-83-1000 FAX 0737-85-2640
●さくら訪問看護ステーション
〒649-0305 和歌山県有田市港町29-1
電話 0737-83-0077 FAX 0737-83-0077
しゅこうか い

■社会福祉法人守皓会

たづえん

●特別養護老人ホーム田鶴苑（介護老人福祉施設・短期入所事業）
〒649-0316 和歌山県有田市宮崎町911
電話 0737-82-6644 FAX 0737-82-6609
たづえん

●デイサービスセンター田鶴苑（通所介護事業）
たづえん

●訪問介護田鶴苑（訪問介護事業）
●有田市在宅介護支援センター（居宅介護支援事業）
あ たごえ ん

●特別養護老人ホーム愛宕苑（介護老人福祉施設・短期入所事業）

甲状腺（月１回）
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■医療法人千徳会

●内科・腎臓内科・人工透析内科・呼吸器内科・胃腸内科・糖尿病内科・脂質代謝内科・神経内科
循環器内科・皮膚科・婦人科・眼科・泌尿器科・放射線科・リハビリテーション科・甲状腺外来・禁煙外来
●人間ドック・協会けんぽ管掌健診指定・各種基本健診
■入院許可ベッド数 99床
（療養病棟入院基本料１）
一般病床：39床（特殊疾患病棟入院料１） 医療療養病床：60床
（最大受入患者数114名）《夜間透析実施中》
■腎センターベッド数38床
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保田橋南詰

野
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■診療科目等

外 来

千徳会 理念と基本方針

●有田市役所

宮崎

デマンドバスで約10分
JR紀勢本線箕島駅よりタクシーで約6分、

■医師診療担当表

安諦橋

成川 守彦

有田大橋

理事長

〒649-0316 和歌山県有田市宮崎町841-1
FAX:0737(83)0079
TEL:0737(83)0078
E-mail : sakura̲2007@cherry-hill.or.jp
http://www.cherry-hill.or.jp
●地域連携室 T E L 0 7 3 7 ( 8 3 ) 0 8 2 9

桜ヶ丘病院（新病院）

●
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平成２７年６月２９日（月曜）から、新病院（有田市箕島904）にて診療を開始いたします

電子カルテシステム導入にあたって

さくら訪問看護ステーション

●
●
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小田

〒649-0305 和歌山県有田市港町9-1
電話 0737-82-0600 FAX 0737-82-0606
あ たごえ ん

●デイサービスセンター愛宕苑（通所介護事業）
あ たごえ ん

●ケアハウス愛宕苑（地域密着型特定施設入居者生活介護事業）
あ たごえ ん

●グループホーム愛宕苑（認知症対応型共同生活介護事業）
〒649-0305 和歌山県有田市港町29-1
電話 0737-23-7177 FAX 0737-83-5501
たちばなえん

●特別養護老人ホームありだ橘苑（介護老人福祉施設・短期入所事業）
〒649-0314 和歌山県有田市野639-2
電話 0737-83-6255 FAX 0737-83-6260
たちばなえん

●デイサービスセンターありだ橘苑（通所介護事業）
たちばなえん

●ありだ橘苑在宅介護支援センター（居宅介護支援事業）

和医大眼科

ちょうじゅそう

西山

●養護老人ホーム長寿荘（養護老人ホーム）

〒649-0315 和歌山県有田市山地57
電話 0737-82-2946 FAX 0737-83-2640

編集後記
青葉が目に眩しいこの頃、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。当院では現在、新病院への移転に向けて準備を進めています。当院にとって
大きな節目になる今年度は、職員一同初心に戻り、地域に必要とされる病院を築いていきたいと考えておりますので、今後ともご指導ご鞭撻
の程よろしくお願い申し上げます。季節の変わり目です、体調を崩されませんようお気を付け下さい。
広報企画委員会 原見昌宏

当院は平成２７年２月１６日より電子カルテシステムの稼働を開始しま
した。電子カルテ導入にあたって、電子カルテ実行委員会が発足し、稼働
に向けてマスタ作成や運用方法の検討などを行ってきました。
電子カルテ導入の一番のメリットは患者さんに関わる全ての医療情
報を電子化して一元管理することで、診療の効率化につながる事です。
また、患者さんの医療情報をあらゆる部門の電子カルテ端末からいつ
でも参照することができるため、
チーム医療の一つのツールとしても利
用することが可能です。その他にも、
カルテ記載が統一されることにより、
医療情報が正確に医療スタッフに伝達されるという点で医療安全の確
保にもつながります。
しかし、運用等に関してはまだまだ課題も残されて
おり、
さらなる業務の効率化と医療安全の確保に取り組み、患者さんに
よりよい医療が提供できる電子カルテシステムの構築を目指していき
たいと思います。

日本医療機能評価機構認定病院
（公財）
日本透析医学会 認定施設
（一社）
日本アフェレシス学会 施設認定病院
（一社）
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副院長就任のご挨拶

第３回
濵

真理子

有田地区在宅医療協議会開催（平成２７年２月２８日）

総看護師長兼副院長
３回目となる今回は、
しばしば高齢者の生命を脅かす、
誤

平 成２７年３月より総 看 護 師 長 兼 副 院 長を拝 命 いたしました濵です。

嚥性肺炎にスポットを当て、
『 誤嚥性肺炎、その予防につい

看護部門に加えて、新たにコメディカル部門を管理する立場となりました。

て』
というテーマで、歯科医師、言語聴覚士、管理栄養士に

看護職副院長という役職は当院においては前例のないポジションです。

それぞれの視点から発表していただきました。内容は口腔

さて、何をすべきなのか、お話があった時に考えてしまいました。
看護職が副院長の役職に就くメリットは何でしょう。一つは看護部(看護
職)が病院内で占める割合は６割を超えているということです。また、看護

ケア、
在宅での栄養ケア、
嚥下トレーニングや食事介助時の
ポイントなど実際に医療現場や在宅で活用できるものでし
た。意見交換では、
「今は職種ごとで個別に取り組んでいる
が、
やはり多職種で補完しあう体制が必要になるのではな

には患者さんを中心に色々な職種が関わりますが、看護職は多職種連携の

いか」
との意見が挙がりました。当院では今後も様々な取り

要ともいえ、今までの経験をチーム医療確立に活かせる立場でもあります。

組みを通じて、
地域で活躍している多職種がお互いに
『顔の見える関係』
『手を取り合う関係』
になれるよう活動してまいり

このメリットを活かし、コメディカル部門と看護部門との連携を強化し、質

ますので、
みなさま方のご指導よろしくお願い申し上げます。
（於：桜ヶ丘病院 会議室）

の高い医療を提供できるように努めていきたいと考えています。また、最終的には本来の重要な副院長業務で
ある院長の補佐として活動できるまで努力し、成長していきたいと考えています。

●ウエノ公園大クリーン作戦に参加
（平成２７年３月２２日）

●平成２７年度入社式・新入職員研修
（平成２７年4月1日）

新病院に移転し、これからますます地域医療を邁進し、住民の皆様の力になる医療を提供していくために、病
院職員が一丸となるよう努めていきたいと思いますので、
ご指導のほどよろしくお願いいたします。

医師紹介
内科

内科
まえべや

前部屋

まさる

賢

医師

やまにし

山西

一輝

医師

【経歴】

【経歴】

有田市の桜の名所「ウエノ公園」で行われた大クリーン作戦

桜が咲く季節に新たに８名の職員
（看護師２名、
社

に、
当院から１１名を含むさくらグループ総勢３８名が参加させ

会福祉士１名、
介護福祉士１名、
事務員４名）
が入社さ

ていただきました。行政、
地元企業、
地域住民らたくさんの人た

れました。入社式終了後は、
３日間にわたる新入職員

平成25年3月 山口大学医学部医学科卒業

平成２５年３月 和歌山県立医科大学卒業

ちが協力し、
きれいになっていくウエノ公園を見て、
人とのつな

研修があり、医療人としての知識や倫理観などにつ

平成25年4月 和歌山県立医科大学附属病院にて臨床研修

平成２５年４月 和歌山県立医科大学付属病院にて臨床研修

がりの大切さを改めて実感しました。今後も地域の取り組みに

いて学んで頂きました。

平成27年4月 和歌山県立医科大学糖尿病・内分泌代謝内科

平成２7年４月 和歌山県立医科大学糖尿病・内分泌代謝内科

関わっていきたいと思います。

学内助教

学内助教

平成２７年４月から、隔週の木曜日に外来診察を担

平成２７年４月から、金曜の外来診察を隔週で担当し

当しております内科医師の前部屋賢と申します。当院

ております山西一輝と申します。高齢者の多い有田市

では主に健康診断など、外来診療にあたらせていただ

ですので、内科医として少しでもお役に立てればと思う

いております。先日初めて診療させていただきました

と共に、患者さんとのコミュニケーションを大切にした

が、職員の方々、患者さん方の人柄の温かさを感じる

診療を心掛けていきたいと思います。

ことができ、私も元気をいただきました。
まだまだ若輩者ですが有田市の方々の健康の維持、
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かずき

●職員表彰

まだまだ不慣れなところもございますが、ほかの職
員の方々と協力しながら地域の健康増進のために努力

増進に少しでも貢献できるよう精一杯頑張ります。こ

していきますので、
これからよろしくお願い申し上げま

れからもよろしくお願い申し上げます。

す。

■病院協会永年勤続会長表彰
■県医師会永年勤続表彰
浮野 由紀子 看護師(勤続２３年)
山田 晴之 看護師(勤続１６年)

■有田市医師会優良職員表彰
福田 孝多 事務次長(勤続２３年)
桶谷 京子 介護福祉士(勤続１３年)
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