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◆ ケアマネジャーとの交流会ケアマネジャーとの交流会ケアマネジャーとの交流会

◆ 回復期リハビリテーション病棟　クリスマス会クリスマス会回復期リハビリテーション病棟　クリスマス会

◆ 新任スタッフ紹介新任スタッフ紹介新任スタッフ紹介

　平成２９年１１月９日に橿原市、明日香村、高取町
の居宅介護支援事業所のケアマネジャー様をお招きし
て当院看護師との交流会を開催致しました。ケアマネ
ジャー様との連携を図る事でよりスムーズな入退院支
援を行えるように、このようなイベントを開催しまし
た。忙しい中にも関わらず３５名のケアマネジャー様
にご参加いただく事ができ、当院からは師長・主任
２８名が参加し、総勢６３名の参加となりました。
　よりたくさんの方同士で顔合わせができるようにワールドカフェ方式で「お互いに知りたい
事、困った事、また望む事」をテーマに意見交換を行いました。
　ケアマネジャー様より「直接看護師と意見交換ができて良かった」「病院に対する疑問や事情
を把握できた」等の意見をいただきました。院内からは「介護保険について直接聞くことができ

勉強になった」「普段顔を合わせて話すことの少ない
ケアマネジャー様と、直接交流できてより身近に感じ
られた」等の意見がありました。
　当院として初めての企画であり、至らない点が多々
ありましたが、非常にたくさんのご意見をいただく事
ができました。これを第一歩目とし、今後更に相互理
解を深め、医療・介護・福祉の向上に努めていきたい
と思います。

　回復期リハビリ病棟は、高齢者・老年介護の課題であ
る、患者様お一人お一人の日常生活（食事・排泄・清潔
に注意・移動など）が最大可能な範囲保たれるリハビリ
だけでなく、各病棟においてレクレーションをできる
だけ毎日行っています。
　季節の行事に沿ったイベントも行っており、１２月は
クリスマス会を行いました。サンタの帽子をかぶり、
サンタの服を着て、食堂はイベント会場に様変わり！！

　病棟担当医による手品に歓喜の声があがり、音楽に合わせてみんなでクリスマスソングを大合
唱しました。短い時間でしたが、患者様からは「楽しかった！」「良かったよ！」と笑顔がいっ
ぱいでクリスマスの雰囲気を十分に楽しみました。

平成２９年１０月１６日より地域医療連携室で勤務させて
いただいております。病院での勤務は初めてで、まだまだ
勉強中ですが、一日一日を大切にし、少しでも患者様、
家族様のお役に立てるように頑張りたいと思います。

社会福祉士
向田　裕美
（むかいだ ひろみ）

新年のご挨拶

　明けましておめでとうございます。
　日頃は当院に何かとご協力いただき有難うございます。
この場をお借りいたしまして改めて感謝申し上げます。
昨年は少子高齢化社会に向けての国と県の地域医療構想の
対応に苦慮しましたが、おかげさまで病院としては大きな
問題もなく１年間無事に過ごすことができました。また
昨年４月には当院の救急外来の増築も無事終わり、新たに
救急センターとして発足しました。

　今後、奈良県の人口は減少しますが、高齢化率は進むため、結局は医療需要が増加
することが見込まれています。現在、地域包括システムは必ずしも期待されている機能
はまだ果たされておりませんが、今後、奈良県の医療に地域包括システムと在宅医療の
充実は必須の要件と考えられ、益々地域医療連携が重要となることが想像されます。
　今年もどうぞご協力の程よろしくお願い申し上げます。

冨 田 恭 治平成記念病院　院長
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認知症・水頭症セミナーを開催しました認知症・水頭症セミナーを開催しました◆

感染症に対する取り組み　平成２８年９月に頭痛にて平成記念病院に入院し、検査の結果、ク
リプトコッカス性髄膜炎と診断され、他院に転院し治療を受けました
が、後遺症で左の手足が動かしづらくなり、両眼の視力も失いまし
た。約１年の入院治療を経て、今年９月に平成記念病院の回復期リハ
ビリテーション病棟に転院することができるまでに回復しました。
　平成記念病院には回復期リハビリテーション病棟があり、リハビリ
テーションにて在宅まで帰ることを支援していただくこととなりまし
た。３６５日リハビリテーションを受けることができ、徐々に介助下
にて歩行することができるようになりました。在宅へ復帰することが見えてきたとき、在宅での
生活環境を整えるため、住環境評価をしていただき、手すりや、どんなものが必要になるかも一
緒に見ていただくことができました。そのおかげで、在宅へ帰ることができるんだという希望を
持つことができました。
　徐々に動きのレベルも上がって、現在、在宅復帰へ向けて、しっかりとリハビリテーションに
取り組んでいます。それに取り組むためには、スタッフの方々と家族の協力があってこそです。
私は以前、作業療法士をしていましたが、自分が患者の立場になって改めて、回復期リハビリ
テーションの大切さを実感しました。在宅復帰し、自分にできること、やりたいことをあきらめ
ず実現していく為に、これからもしっかりと訓練していきます！！　　　　　　　　 辰己　貴之

感染症に対する取り組み◆

　平成２９年７月に当院看護師が感染管理認定看護師の資格を取得し、８月１日から感染防止対
策加算１の体制を整備しました。それに伴い、院内の感染対策活動を行う上で基盤となる感染管
理組織（ＩＣＴ）の構築を行いました。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。
　地域医療連携施設と感染に関する合同カンファレンスを年４回開催し、院内の感染対策に関す
る取り組みや感染症の発生状況、検出病原体、抗菌剤使用状況などについての情報を共有・協議
しています。
　ＩＣＴ活動としては、メンバーで２回／週　院内ラウンドを実施し、各職種の手指衛生がタイ
ミングよくできているか、標準予防策が徹底されているかなど現場の感染管理状況の監視、指導
を行っています。また、中心ライン関連血流感
染、手術部位関連感染、擦式手指消毒剤使用量の
サーベイランスを調査し、結果・分析を行い会議
の場で院内報告を行い、現場にもフィードバック
しています。
　指導・教育としては医師、看護師、コメディカ
ル、事務部門、委託清掃業者への感染管理教育研
修や院外講師を招いての研修も開催しています。
　以上の活動をＩＣＴメンバーで協力し合い、患
者・家族を感染症から守る、感染症のアウトブレ
イクの阻止、職員を職業感染から守るために日々取り組みを行っています。
　最後に、院内・院外問わず感染予防や対策に関するご相談に応じていますので、何かあれば
いつでも当院感染対策室までご連絡ください。

　平成１７年９月に近鉄大和八木駅前で開院して、満１２年が
経過しています。開院以来、近隣医療機関にお世話になること
が多く、特に平成記念病院は大学病院と遜色のない診療科ライ
ンナップを有しておられることから、非常に助けていただいて
おります。なかでも呼吸器感染症疾患、神経疾患、整形外科、
外科はよく診ていただいていると患者様からも好評です。
　今後も引き続き助けていただきたくお願い申し上げます。

地域の医療機関の先生から
院長  井上  毅  先生   ≪橿原市≫【井上クリニック】 　平成２９年９月２１日奈良県社会福祉総合センターに

て、「あなたのとなりの治せる防げる認知症」と題し
て、当院脳神経外科部長　青山雄一医師より講演させて
いただきました。お忙しい中、近隣医院の先生方やケア
マネジャーの方等、多数のご参加をいただきました。
　治せる認知症もあり、いろいろな職種の方々の気づき
と連携や協力が不可欠であるとの話に大きく頷かれる姿
もあり、あらためて今後、医療・介護との連携強化に努
めていきたいと考えています。

◆

　平成２９年１１月１６日（木）当院にて第１６回病診
連携学術講演会を開催致しました。骨粗鬆症に関する
テーマで、当院からは整形外科医、理学療法士、管理栄
養士が発表を行いました。
　特別講演では東京大学医学部附属病院　老年病科の小
川純人先生を講師としてお招きし「高齢者のフレイル・
サルコペニアと骨粗鬆症」と題してご講演いただきました。
　一人の高齢者が多くの疾患や問題点を抱えておられ、
その疾患の治癒のみならず、生活の質の維持や向上に
ついてもお話しいただきました。
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◆ ケアマネジャーとの交流会ケアマネジャーとの交流会ケアマネジャーとの交流会

◆ 回復期リハビリテーション病棟　クリスマス会クリスマス会回復期リハビリテーション病棟　クリスマス会

◆ 新任スタッフ紹介新任スタッフ紹介新任スタッフ紹介

　平成２９年１１月９日に橿原市、明日香村、高取町
の居宅介護支援事業所のケアマネジャー様をお招きし
て当院看護師との交流会を開催致しました。ケアマネ
ジャー様との連携を図る事でよりスムーズな入退院支
援を行えるように、このようなイベントを開催しまし
た。忙しい中にも関わらず３５名のケアマネジャー様
にご参加いただく事ができ、当院からは師長・主任
２８名が参加し、総勢６３名の参加となりました。
　よりたくさんの方同士で顔合わせができるようにワールドカフェ方式で「お互いに知りたい
事、困った事、また望む事」をテーマに意見交換を行いました。
　ケアマネジャー様より「直接看護師と意見交換ができて良かった」「病院に対する疑問や事情
を把握できた」等の意見をいただきました。院内からは「介護保険について直接聞くことができ

勉強になった」「普段顔を合わせて話すことの少ない
ケアマネジャー様と、直接交流できてより身近に感じ
られた」等の意見がありました。
　当院として初めての企画であり、至らない点が多々
ありましたが、非常にたくさんのご意見をいただく事
ができました。これを第一歩目とし、今後更に相互理
解を深め、医療・介護・福祉の向上に努めていきたい
と思います。

　回復期リハビリ病棟は、高齢者・老年介護の課題であ
る、患者様お一人お一人の日常生活（食事・排泄・清潔
に注意・移動など）が最大可能な範囲保たれるリハビリ
だけでなく、各病棟においてレクレーションをできる
だけ毎日行っています。
　季節の行事に沿ったイベントも行っており、１２月は
クリスマス会を行いました。サンタの帽子をかぶり、
サンタの服を着て、食堂はイベント会場に様変わり！！

　病棟担当医による手品に歓喜の声があがり、音楽に合わせてみんなでクリスマスソングを大合
唱しました。短い時間でしたが、患者様からは「楽しかった！」「良かったよ！」と笑顔がいっ
ぱいでクリスマスの雰囲気を十分に楽しみました。

平成２９年１０月１６日より地域医療連携室で勤務させて
いただいております。病院での勤務は初めてで、まだまだ
勉強中ですが、一日一日を大切にし、少しでも患者様、
家族様のお役に立てるように頑張りたいと思います。

社会福祉士
向田　裕美
（むかいだ ひろみ）

新年のご挨拶

　明けましておめでとうございます。
　日頃は当院に何かとご協力いただき有難うございます。
この場をお借りいたしまして改めて感謝申し上げます。
昨年は少子高齢化社会に向けての国と県の地域医療構想の
対応に苦慮しましたが、おかげさまで病院としては大きな
問題もなく１年間無事に過ごすことができました。また
昨年４月には当院の救急外来の増築も無事終わり、新たに
救急センターとして発足しました。

　今後、奈良県の人口は減少しますが、高齢化率は進むため、結局は医療需要が増加
することが見込まれています。現在、地域包括システムは必ずしも期待されている機能
はまだ果たされておりませんが、今後、奈良県の医療に地域包括システムと在宅医療の
充実は必須の要件と考えられ、益々地域医療連携が重要となることが想像されます。
　今年もどうぞご協力の程よろしくお願い申し上げます。

冨 田 恭 治平成記念病院　院長
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