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新年度
2021年4月

看護部の抱負

春 新たな気持ちでスタートする時期、皆様体調はいかがでしょうか。

平常であれば希望に向かって胸を膨らませる時ですが、今もなお新型コロナウイルス感染症により、
何もかも容赦なく苦しめられています。

人々の生活が大きく左右され命まで奪っていく。感染すると体だけでなく心まで折れてしまう、
本当に怖いです！
！

私達啓正会においても医療従事者として、新型コロナウイルス感染防止に日々努めております。

国からの指針を基本に啓正会内で共有し、
どんな些細なことでも報告・連絡・相談を行い連携を取って
います。看護部でも業務の見直しを行い、試行錯誤しながら改善してきました。

ひとりひとりが状況を理解し役割を果たしていることが、感染防止に繋がっていると感じます。
このような時期ですが、私たち看護部にとって朗報があります。昨年末より数名の看護スタッフが

入職しました！ 新スタッフの方々、不安で “ドキドキ” でしょうが、当院での理念・方針を理解し、
今まで培った看護経験を生かしつつ、一緒に看護部を盛り上げていきましょう。
さて昨年同様となりますが、新年度・看護部の抱負（目標）
として
● 働きやすい環境づくり・仕事を楽しくとらえる事・勝手にあいさつさわやかに
（返事がなくても）
●スタッフの健康管理
●スタッフ（看護・介護）増員の推進
●患者様、ご家族様への安心・安全な看護、介護が提供できる
●スタッフの心身ともに余裕が生まれ、自然な笑顔となる
●患者様と十分なコミニケションが図れる
●スタッフ各々が協調性をもち、業務が円滑となる
以上のことが期待されます。

当たり前であることが当たり前でない今、私たちが一つとなりお互いを尊重し助け合うことで、

明るい日々が開けるのではと思います。

新年度も、いつでも思いやる心・優しい心を忘れずに、笑顔を絶やさぬよう皆様に寄り添う看護、
介護を提供してまいります。

総看護師長
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辻田 明美

褥瘡対策委員会
地域の皆様こんにちは。いつも啓正会通信を見て下さりありがとうございます。今回は、褥瘡対策委員の
活動を一部紹介したいと思います。

褥瘡対策委員会 月１回（第３月曜日・16時〜）
５、４、３、２階病棟及び外来の専任看護師を中心に、医師・理学療法士・栄養士・

放射線技師・薬剤師・医療ソーシャルワーカーなど多職種のスタッフが毎回会議に
参加しています。

褥瘡有病者や予備軍（褥瘡までには至らないが、一歩手前の症状の方）に関する

現状や改善策の報告、年間の部署目標を立案し、それに沿って具体的に活動し、

3月の委員会会議の様子

年度末は反省点などをもとに次年度の活動に活かしています。

褥瘡回診

週１回（木曜日 午前中）

地引委員長・袖山副委員長で各病棟を巡回し、院内褥瘡保有者の診察、創の計測
及び写真撮影、褥瘡経過評価、報告書作成など行っています。

褥瘡回診の様子

褥瘡の予防や発生時の対策、改善に向けての対策
■ 毎日ケアする中で皮膚トラブルのチェック、予備群には被膜剤（パーミーロール）や白色ワセリン塗布などで
皮膚保護し、進行の悪化防止に努めています。
■ 褥瘡発生時は、現場スタッフと褥瘡対策委員会との連携を密にし、報告書の作成、改善に向けての計画書立案
をしています。
■ 患者様の状態に合わせて、エアマット、ポジショニング、
クッションなど選択提供をしています。
■ 月1回体重測定や血液検査を行い、必要に応じて栄養補助食品導入をするなど、栄養状態の管理をしています。
■ 褥瘡チーム会議や病棟カンファレンスなどで情報発信や共有することで、スタッフ全体に意識の向上を図って
います。
■ 外来病棟、関連施設との連携に努めています。
■ 用具の管理を行っています。
予防被膜剤パーミーロール

先日委員会での褥瘡有病者数は『入院181名に対し2名（うち1名院内発生者、１名外部より）』の報告が

挙がっています。
（令和3年3月11日調べ）各部署目標に向かって、1年間活動し色々な反省点や報告がありました。
4月から新年度に入り、コロナウイルス感染症予防対策を行いながら褥瘡０「ゼロ」を目標に、褥瘡を作らない！
発生した褥瘡は早期対応・治癒を目指して、
日々現場スタッフ一丸となり頑張っていきます。

褥瘡対策委員会
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副委員長

袖山 里恵

清水病院で取り組む
排泄ケア・オムツ選びの
ポイント

オムツには様々な種類や使い方があります。
状態に合っていないオムツを使用することで「モレ」の
原因につながり、また排泄の自立機能を妨げる場合が
ある為、ADL（日常生活動作）の状態に合ったオムツ・
排泄の環境を整える事が大切です。

★オムツの種類および用途★
【アウター】※ウエストのサイズ感でサイズを決定

【インナー】※アウターと併用して利用

【リハビリパンツ】

【尿取りパッド】

介助があれば自力で用を
足せる方に使用します。

昼間に使用します。

＋

【テープタイプパンツ】

プラス

【長時間（高吸収）パッド】
夜間に使用します。

寝たきりや全面的な
介護が必要な方に使用
します。

★排泄ケアで気を付ける事★
・自尊心を傷つけない（プライバシーの確保、羞恥心を感じさせない声掛け、表情・視線）
・定期的に交換する
・オムツかぶれや床ずれの予防（体位交換）
・オムツ交換時に健康チェックする
（尿や便の量、下痢、血液が混ざっていないか、皮膚トラブル、等々）
★「モレ」を防ぐには★
①パッドを最も吸収する箇所にあてる
②ギャザー機能を活かす
③身体とオムツの間に隙間を作らない
★まとめ
身体の状態や排泄の状態に合わせて最適なオムツを選び、患者様が安心して
入院生活を送れる様、努力して参ります。
介護部
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塚本 理沙・西村 寿美子・浦川 智子

コロナワクチン医療従事者向け優先接種が始まりました
清水病院でも医療従事者を対象とした優先接種が始まりました。
ディープフリーザー（凄い冷蔵庫）が設置してある施設にワクチンを受け取りに行きました。
受け取り後、清水病院に運搬が完了するまでの間、
ワクチンに異常がないよう慎重に運びましたが、道
中は何か問題が起こらないか気が気ではありませんでした。
実際に接種を行う際には、
プライバシーの保護のため接種場所を仕切りで区切るようにし、接種後の
アナフィラキシー反応にもすぐに対応できるよう事前会議を行い、当日は様々な対策が取られました。
まだまだワクチンの供給が需要に追いついておらず、清水病院でもまだ一部の職員にしか接種出来て
いませんが、接種を希望する人には早く接種できるよう願うばかりです。

ワクチン接種を受ける清水会長。

受付で接種者の検温や名前の
確認をしっかり行います。

職員も接種を受けました。

清水病院総務

小宮

裕亮

春にピッタリ、ピンク色がきれいな炊き込みご飯。
生姜を加熱することで生成される「ショウガオール」
は、身体を芯から温めます。

ー

桜エビの代わりに油揚げを入れても絶品です！

ra
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p
shr
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ginger

【材料】

【作り方】

●米

……２合

1.生姜は千切りにして水にさらす。

●乾燥桜えび

……大さじ2

●生姜

……1かけ

2.炊飯器の内釜に米、★を入れる。

●うすくちしょうゆ……大さじ1

★ ●塩

……小さじ1/6

●だし昆布

……1枚

●小ねぎ

……少々
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3.２合炊きメモリまで水を入れ、
桜えび、生姜を散らす。
4.炊きあがったら器に盛り、ねぎを
散らす。
管理栄養士

崎尾

久美子

①好きな芸能人
②初恋はいつ？
③思い出の場所は？
④仕事に対しての今後の目標

小川

峰

江里子

陽子

①安藤政信・かまいたち

①セバスチャン・スタン

③中尾城公園

③子供が小さいときに

付いていけるよう、がんば

④長く働きたいです。

②保育園の時

②小学校

④皆さん仕事が早いので

連れて行った海

ります！
！

R3年1月入社

R2年12月入社

看護師

北川

雄志

看護師

宇土

順英

①YouTuber ﾌｨｯｼｬｰｽﾞ

①長澤まさみ

③ラウンドワン

③交差点

②小学校６年生

②まだ

④１日１日しっかり仕事

をすることです。

R3年2月入社

皆さんの支えになる仕事

をする事です。

R3年1月入社

介護

本田

④楽しく120％の力で、

昂大

調理

平山

①深田恭子

梨沙

②中学一年生

①Niziu

④認知症の方が多い病棟

③中尾城公園

理解を深め、
よりよい看護

る・早く一人前になる事

③高浜（五島）

②保育園の時

なので、認知症に対する

④患者様のお名前を覚え

を実践していきたです。

R3年3月入社

です。

R3年2月入社

看護師
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看護師

「大腸3D-CT検査」〜苦痛の少ない女性専用大腸がん検診〜
バーチャル内視鏡とも呼ばれるこの検査は、
大腸に炭酸ガスを注入して拡張させ、

① 多くの下剤を飲まない

② おしりにカメラを入れない
※細いチューブを少し入れます

③ 女性スタッフが対応

マルチスライスCT装置で撮影をします。

その後、専用の解析ソフトで大腸の3次元画像を
作成し、病変の検索を行います。

大腸内部はもちろん、大腸の全体像（形や長さ）
もわかります。

※画像診断は男性医師が行います。

大腸 3D- CT検 査ハ
新しい 大腸 がん

ンドブック

検診 はじまります

無料パンフレット
発送中！

基本料金

￥19,800（税込）

その他割引等につきましてはお問い合わせください

095-894-5138

医療法人

啓正会

検診部（清水病院内）

【ご予約受付時間】

平日 9：00〜16：00

土曜

9：00〜12：00

★男性の方も検診受付は可能です（要相談）

医 療 費 に お 困 り の 方 は い らっ し ゃ い ま せ ん か ？
当院では経済的な理由により、必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう
医療費の減免を行う「無料低額診療事業」を実施しています。
医療費にお困りの方はご相談ください。医療ソーシャルワーカーがお話をお伺いします。
★制度を利用するには一定の条件があります。

相談窓口：地域医療福祉連携室
医療ソーシャルワーカー【林田・森】
★ご相談される方は事前にお電話で予約していただけると
スムーズです。
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ノルウェージャンフォレスト
キャットの女の子です(^-^)
ツンデレうにちゃんはベジタリ
アンで、白菜、
イチゴ、
トマト
が大好きです(^-^)

第2回

うにちゃん
今回ご紹介するのは、個性
豊かな4匹のにゃんこ達。

メインクーンの女の子。
遊び上手でオモチャを
投げてやると、取って来ては
投げてと催促します。
身体は大きいけど甘えん坊
です。

かわいいにゃんこ達を見て
心を癒されましょう♪

12才のにゃん太郎くん。

めいちゃん

迷子のにゃん君を保護してか
ら、私の猫人生の始まりです。
賢くて優しいにゃんこです
(^-^)

にゃん太郎

ラグドールの男の子です！
体格もかなりガッチリしてき
ましたが、高い所が苦手で
運動オンチのぽんず君です。

皆様のご紹介したい猫ちゃんや
ワンちゃん募集しています♥
ご協力よろしくお願いします！

編

集

後

ぽんずくん

記

昨年、この編集後記で今年度は新しい挑戦をする
と宣言しましたが（眠っていたエアロバイクを漕ぐ
ことを習慣にする）一年がたちどうなったと思いま
すか？結果を発表する前に、私の性格（短所ともい
う）をお教えしましょう。
「①面倒くさがり、②好きなことじゃないと続かな
い（何なら好きなことでもすぐ飽きる）、③運動大
嫌い」ここまで言えば結果は言わずもがな。みなま
で言いません。本当一つの事を続ける、習慣にする
というのは難しいと実感した2020年でした。今年
度の目標は「思い出したらエアロバイクを漕いでみ
る」にしようかな…（ひとりごと）どうやら私の一
番の欠点は自分に甘いことのようです。
さて、啓正会通信も第36号の発刊となりました。
ご愛読の程よろしくお願いします。
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医療法人

清

水

啓正会

病

院

〒851-2102

長崎県西彼杵郡時津町浜田郷572

TEL：095-882-1225

清水病院
ホームページ

FAX:095-882-1716

