
なっています。

当然、地域包括ケアシステム時代における地域連携支援部の使命として、「可能な限り、住み慣れた地域や自宅で自分

らしく・その人らしく生活したい」と希望する人が、必要なサービスを受けながら、『在宅で自立した生活を続けられるよ

な医療の提供」を目的に、それぞれがもつ機能を最大限活用するために、反復的で効率的な協力

うに地域ぐるみで支えること』であり、それを実現するために「地域の医療機関等と協力し、患者さまに切れ目のない

適切な医療」が今後求められる事と思います。

地域連携支援部長・医療技術部次長：上村弘治

、国が目指す地域包括ケアシステムに近づけると思います。実現できる日がくるのを楽しみに

と、指し示す範囲は多様ではありますが、大仲会の理念でもある優しい医療の「良質且つ効率的

関係を行うのが「連携」と考えていきたいです。

最後に、「連携」に地域住民の方にも参加していただけると、地域に根付いた「連携」ができ

しています。地域の皆さん今後ともよろしくお願い致します。

当院も20周年を迎えて、改めて地域連携支援部の「連携」という言葉の意味をもう一度考える

地域連携支援部の役割は「自院と他院・他施設をつなぐ部署」で、患者さまがスムーズに医療機関へ受診・入院できるよう

に、また医療機関から退院・転院することができるように、医療機関、介護施設をはじめ、行政や福祉に関わる多くの施設

を繋ぐ役割を担う部署です。

今後、より少子高齢社会が進行することから、２０２６年に向けて「地域包括ケアシステム」を作り上げることが課題と

　　         　大仲さつき病院　

医療法人大仲会は
2022年6月をもちまして
おかげさまで創立20周年を
迎えることができました。
これを記念して
「医療法人　大仲会　

　　            　20周年記念誌」
を発刊致しました。

さつき通信 第55号

地域連携支援部・部長就任あいさつ



☕ ☕ ☕ ☕ ☕ ☕ ☕ ☕ ☕ ☕ ☕ ☕ ☕

患者様からは「綺麗」といった声や沢山の笑顔

5病棟　<歌声クラブの発表と全員合唱>

OT活動の一環で、練習を重ねた歌声クラブの皆

様が歌を2曲、そしてハンドベル演奏を3曲披露

ボーリング大会では、季節のイラストをピンに付

けボールを投げる患者さんの応援を皆で行ない盛

今回は外来棟ができて初の春

当院ではSDGｓの取り組みの一環として、ペットボトルキャップ

を回収し、NPO法人エコキャップ推進協会指定の回収場所へ持ち

込み、寄付することで、社会活動に役立てていただいております。

工作、自由研究で苦労したものは特には

り上がっていました。おやつの水羊羹は普段お食

事を好まない患者様もおいしいと喜んで頂けま

した。そして、お茶と水羊羹を食べながら表彰

式を行いました。

本年も90Kｇ約38,700個のキャップを寄付することができまし季訓練となり、昼間に外来棟

スムーズに移動可能で、想定時間より非常に早く避難完了する

ことができました。

幼稚園の時にカレー皿を分厚い一枚のアルミから金槌で打ち付けて作った

職　　種：看護補助者

ことです。皿の形にするのがとても難しかったですが、小さいながら自分

で作った皿で食べる

カレーは格別でした

らったことで職業体験のような社会的な学びも

経験することができ、とても有意義な時間を過

ごすことができたと思います。

　　　　　　　2病棟　　<ボーリング>

がみられて良かったです。またウェイター役を

自主的に何人かの患者様が主体となってしても

た。

布で作成したが、綿を詰める

様子でした。焼きそばでお腹いっぱいになった後

はたけのこボーリングで大盛り上がり！拍手と歓

《好きなかき氷の味は？》

ブルーハワイ

《夏休みの工作、自由研究で

　　一番苦労したものは？》

ないですが、読書感想文が

氏　　名：石原　圭祐

職　　種：看護補助者

氏　　名：稲葉　和子

入職日：令和3年10月18日

した季節の花の絵や作品の飾り付けをしました。

3病棟　＜焼きそば会・たけのこボーリング＞

挨拶から始まり、焼きそばを食べて頂きました。

4病棟　＜喫茶活動＞

「喫茶ガーデン」をテーマに病棟内に患者の作成

香ばしいソースの匂いに患者様のお箸も止まらない

声が上がり終始明るく楽しいレクとなりました。

イチゴ練乳味が大好きです

いちご

運動会競技用の恐竜のしっぽを

のに大きさが定まらず大変苦労しました。

その後「北国の春」をはじめ「春なのに」「糸」

　　一番苦労したものは？》

氏　　名：小野　真由

入職日：令和4年1月11日

《好きなかき氷の味は？》

《夏休みの工作、自由研究で

　　一番苦労したものは？》

「あの素晴らしい愛をもう一度」の皆様おなじみ

の曲を全員で合唱しました。

入職日：令和3年12月1日

職　　種：看　護　師

《好きなかき氷の味は？》

《夏休みの工作、自由研究で

一番苦労しました

と反対側の病棟エリアからの出火を想定したので、火元から遠い

R4.6.9　春季防災訓練を実施

致しました。当院では毎年、

春と秋の年2回、防災訓練を

実施しております。

外来棟への避難を行いました。2階病棟は病棟から外来棟への

段差がない構造になった為、車椅子やベッドでの移動でも

春季防災訓練

ペットボトルキャップの寄付

レクリエーション



沖縄は非常に暑く体調を崩すかと思いましたが

合い間に食堂で食べた、てびちがとてもおい

しく元気になれました。とても貴重な体験が

できました。　　　《看護師　加納　裕介》

本の紹介②　　病棟クラーク：高垣　江理

で協力することが可能となった。一万年前の

ます！グレーの方はバエルです！

上の娘が一人暮らししてる時寂しくて

卵生みました（笑）うちに来て18年

くらいです！

を通して人類史をたどる書籍です。人類は七

グ機械は完備しておらず、ハード面ではまだまだですが、広々

としたリハビリテーション室で患者さんはスタッフと共にのび

ることです。対象疾患は大腿骨頚部骨折などの骨折や外傷または

しい患者さんであっても、一般科と同様のリハビリテーション 飼いました。好奇心旺盛、5歳児みた

いです。今では2匹仲良く暮らしています。 🐾　🐾　🐾　🐾

亀・・・「オス下さい！」と買ってきて、かめ太と名付けたら、

大仲さつき病院では、今年の6月から精神疾

猫・・・茶とらの名前はこのえです。

子猫の時に娘が拾って来ました。食べ

のびと訓練を行っております。当院では経験豊富なリハビリテ

ーションスタッフが揃っているので、一般科病院では対応が難

万年前の認知革命で現実には存在しないこと

を話し、信じることができるようになり大勢

器リハビリテーションとは、身体の全体または一部を動かすこと

で症状の軽減や機能の回復を目指す療法のことです。つまりその

にアプローチすることを言います。＜作業療法士：杉浦　まり＞

もいいかもしれません

『みをつくし料理帖』　作者：髙田郁

大阪から江戸に出てきた女料理人の話です。

主人公は子供の頃、災害により孤児になり幼

馴染とも生き別れてしまいます。その時、料

指していく話です。『料理帳』なので、大阪と江戸の味の違いに

決といった話はもちろん、生き別れた幼馴染との再会の話なども

理屋の女将に拾われ、料理に触れていく中で1人前の料理人を目

まり、緊張していましたが直前の座長との打ち合わせの時に優し

細やかに書かれています。私は特別ドラマで初めてみて、面白か

戸惑いながらも料理を作っていく話や高級料理屋店主との料理対

たくさんの情報を発信していきます！

当院では、本紙の他に、デイケアの様子

開催する代わりにご家族様向けに病棟

便りを発行しています。データでも紙でも

リハビリテーションとは、広義には『障がいが

あっても人間らしく生きること』を支える全て

その手術後、変形性膝関節症、変形性股関節症など関節の変性疾

患運動器不安定症、バランス能力及び移動歩行能力の低下など

をお伝えするデイケア通信を毎月発行

し、外来受付に設置したり、家族交流会を

温熱、電気治療器等の物療機器や自転車やト

レッドミル等の運動機器と言った本格的なマシーントレーニン

ペット紹介　　看護部：杉野　恵美子

犬・・・名前はスミです。13歳のおばあちゃんです。三重県の

保護した子犬をもらいました。川遊びが大好きです！

農業革命で人口が増加し大きな集団が生まれ、五百年前の科学革

命で科学への投資が自らの能力を高めることに気付き、無知であ

ることを前提に知識を求めるようになった、という内容でした。

読みやすい文体で引き込まれるように読むことができました。

本の紹介①　　看護部：堀部　高史

認知革命、農業革命、科学革命の三つの革命

ると言われています。また、その中でも今回導入致しました運動

について知ることが出きました。

割」を聴講し、午後は「精神科看護CONGRESS精神科看護職

6月24日・25日の2日間に渡り沖縄県宜野湾市にある沖縄コン

ベンションセンターで行われた日本精神科看護学術集会へ行って

参りました。天候に恵まれ非常に暑かったですが、会場内は

クーラーがしっかり効いており快適でした。参加者は思っていた

よりだいぶ少なく、人が密集すること無く講演や発表は行われて

いきました。1日目には「地域づくりにおける精神科看護職の役

を提供できるソフト面での安心感があります。

の取り組みや関わりがリハビリテーションであ

について学ぶ良い機会となりました。2日目は自分の発表から始

いお声掛けをして頂き、安心して

発表に臨む事ができました。午後は

「看護計画からコプロダクション計

画へ」を聴講し看護計画の新しい形

のクリニカルラダーの紹介と活用例」を聴講しました。精神科

看護師の役割とこれから世の中に示していかなければいけない事

ハビリテーションを導入致しました。精神疾

患に対応し、精神科で身体合併症に対応する

作業療法士は桑員地区では当院だけです。

患に身体疾患を合併した患者さんへの身体リ

るの大好き、人間大好きで8キロあり

ったので原作の小説を全巻読みました。その後もNHKの連続ド

ラマにもなりましたし、映画化もしています。それぞれキャスト

が違うので、興味が出た方は映像作品から入ってみていただいて

名称どおり、運動すること、身体を動かす事を治療法として用い

お便りいろいろ

運動器リハビリテーション マイプレジャー

第47回日本精神科看護学術集会



楽しみにして頂いておりましたのに大変申しわけございません

今回7月号を10月合併号として発行させていただき、令和5年

1月号より通常発行をさせていただきますので

今後とも楽しみにしていただけましたら幸いです

頂いておりますが、令和4年7月号が、院内でのコロナウイルス

対応のため、発行させていただくことができませんでした

        料　   金：初回　45分6,600円

いただくことです。

　　さつき通信
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　　医療法人大仲会　
　　大仲さつき病院　広報委員会

　発行日　　令和4年10月18日

本紙さつき通信は4月・7月・10月・1月の年4回発行をさせて

が解決策を見つけるために、臨床心理士がじっくりお話を伺い、お手伝いをさせて

カウンセリングは、人間関係や性格の悩み、気持ちの落ち込みなどで困っている方

ださい。

※土(隔週交代)

松林松林

　　　               2回目～　50分4,400円・25分2,200円

当院では、患者様のご希望で、臨床心理士によるカウンセリングを受けていただく

ことができます。誰かに話したい、話をきいてもらいたい、そんなときにご利用く

診療時間：月～金9:00～12:00・13:00～17:00

　土(第１・第３）9:00～12:00

               (予約受付時間 平日9：00～17：00）

※完全予約制です。あらかじめ、お電話で予約をお願いします。

隔週交代となりますので外来掲示表か当院のホームページ

受付時間　月～金　8：30～11：30　　土　8：30～11：00

阿部

木水

井上伊藤井上一診

火月

伊藤

絶対罹らないぞ！と思っていたコロナウイルスに負け、先日とうとう罹ってしまいなん

だか悔しい気持ちです。幸い症状も軽く済み、後遺症も無く元気に過ごせて健康の有り

難味を感じています。これから風邪やインフルエンザの季節もやってくるので、そちら

にも気を付けて過ごして行きたいと思います。　　　《広報委員　加藤》

★12/28午後から1/3までは休診です★

※土曜日診察(伊藤・井上・古濱・松林・阿部)は

にて確認をお願いします。

阿部二診 伊藤 阿部 松林 古濱

三診

金

大仲さつき病院　広報委員会　一同

古濱井上古濱

診察のご案内（外来診察予定表）
喫茶メイ土曜診察

10/22（土） 古濱 井上 阿部

10/29(土） 伊藤 松林

R4.10月

R4.11月

11/5（土） 古濱 井上 阿部

11/12（土） 伊藤 松林

11/19土） 古濱 井上 阿部

11/26（土） 伊藤 松林

カウンセリング

予約電話番号 0594-76-5511 

カウンセリングを

予約したい。と

言っていただけると

スムーズです

さつき通信7月号休刊のお詫び

※健康保険・医療費控除の対象外です

R4.12月
12/3（土） 古濱 井上 阿部

12/10（土） 伊藤 松林

12/17（土） 古濱 井上 阿部

12/24（土） 伊藤 松林

12/31(土） 休診

1/7（土） 伊藤 松林

1/14（土） 古濱 井上 阿部

R5.1月


