中谷外科病院の理念ー患者様とともに歩む
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実施日 ： 平成 26 年 8 月・10 月・12 月（計 3 回）

医療法人吉備会
中谷外科病院

あけましておめでとうございます。旧年中は大変お世話になり、有り難うご

患者サービス向上委員会

ざいました。 前回のくまのみ通信でご案内しましたが、平成２６年度より当

委員長 中谷紳

院では「FISHの実践」に取り組んでおります。
すなわち、①態度をえらぶ ②遊ぶ ③人を喜ばせる ④注意を向けるを日々の
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業務指針としています。スタッフはみな獲れたての魚のようにピチピチ、イキ
イキと業務に取り組んでくれています。皆が笑顔で、患者様・同僚に気を配り、
仕事を楽しんでいる、そんな職場で働くことができ、私は感謝の気持ちで一杯
です。
中谷外科病院は今年も「患者様とともに歩む」 を理念とし、常に患者様の立
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楽しくためになる糖尿病教室

場に立ち行動し、常に患者様が主人公であるよう、チーム一丸となって取り組
んでいきます。また消化器内視鏡、大腸肛門病の専門性を生かし、最新・最善
の医療を少しでも多くの患者様に提供するよう努力して
まいります。引き続き、叱咤・激励のほどよろしくお願い
申し上げます。
ようにお祈りし、私の新年のご挨拶とさせていただきます。
平成27年1月吉日
中谷外科病院 院長 中谷

紳

＜中谷外科病院 基本方針＞

平成 27 年度各部署モットー

I ：常に患者様の立場に立ち、
行動する。

Ⅰ：多職種間によるチーム医療の
充実をはかる。
I ：在宅復帰を支援し、社会に
開かれた地域医療を行う。
I ：職員同士の和を重視し、思い
やりのある医療を実践する。

： 田井市民センター

講師

： 中谷 紳 （中谷外科病院 院長）

対象者 ： 地域住民
岡山県栄養士会主催で第 3 回糖尿病予防教室が、岡山県内全域で開催。
玉野市では東児、田井の 2 カ所で行われました。地域のかかりつけ医である当院院長が、｢楽しくなる
糖尿病教室｣と題し、3 回にわけ、１）糖尿病はなぜなるの ２）糖尿病合併症 ３）治療法 をテーマに
講師を務めさせて頂きました。また管理栄養士によるおやつ、果物バイキング、調理実習と参加型の楽しい
会となりました。今後も地域住民の方々の健康増進に寄与できればと思います。
（管理栄養士 松本 英子）

＊当病院では各委員会、部署主催の勉強会を積極的に行っています。
★医療安全 ＫＹＴ勉強会
～ 医療事故防止 ～

★糖尿病指導

★がん患者との関わり
（伝達講習）

平成２６年１０月２３日（木）

平成２６年１１月２７日（月）

講師：外部より

講師：看護師 山口 克美

対象：全職員

対象：全職員

平成２６年１２月２４日（水）
講師：看護師 藤原 佐千世
対象：全職員

平成２７年が皆様方にとり平和で充実した年となります

9:00〜12:00

I ：消化器内視鏡、大腸肛門病
の専門病院として最新・最善
の医療を提供する。
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写真をみながら
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がん患者が増えている中で、緩和ケ

グループワークを行いました。

の疾患です。

アをスタッフ全員で共有し、その人

各個人で意見が異なっていた事は、今

「食事、運動、薬」この 3 種の神器

にふさわしいケアを実施していき

後に活かされると思います。これから

を上手に使いながら、充実した 1 日

たい。また当院独自の疼痛アセスメ

も KYT の演習を行う必要性があると

を過ごしてもらえる様に指導してい

ントシートを準備中です。

考えます。

きたいと思います。

適切な疼痛コントロールをめざし

（看護師：出宮

政幸）
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て！！
（看護師：藤原 佐千世）
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安心・安全な内視鏡医療を患者様に提供する

看護部（病棟） 大腸内視鏡検査の確実な前処置ができる
看護部（外来） 内視鏡検査の説明ができる
薬

剤

部

迅速で確実な日常業務

栄

養

部

安全で美味しい食事を提供する

平成 27 年 1 月 5 日、ホームページをリニューアルしました。

放 射 線 部

より良い画像情報をより早く提供する

今回デザインを一新し、より閲覧しやすくしています。

ﾘ ﾊ ﾋﾞ ﾘ 部

患者様のニードに沿ったリハビルテーションを行う

病院についての情報や診療案内など様々な情報を、随時発信していきたい

地域医療連携

患者様が不安なく、笑顔で退院できるよう支援する

と考えています。

事

部

医療改正のすばやい情報提供に努める

是非、ホームページをご活用下さい。

宅

利用者様本意のプランを！！

居

務

（放射線技師 大川 義弘）

又、事務処理、連絡は合理的に短時間で！！

Nakatani surgical hospital

『平成 26 年度高年齢者雇用開発コンテスト』奨励賞を受賞しました。
ＡＫＢ４８

踊ったよ！！

１１月～１２月にかけて、リハビリ室で昼休み１５分間

厚生労働省 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援

忘年会ではみんなで踊り、大いに盛り上がりました。
（看護師長 新田 照美）

機構共催の『平成 26 年度高年齢者雇用開発コンテスト』
に応募し、奨励賞をいただきました。就労を希望する
高年齢者の方々が、一人でも多く働くことができ、年齢に
かかわりなく活躍することができる生涯現役社会の実現
のため、当院も微力ながら協力していく所存です。
（院長 中谷 紳）

ようこそ！！
研修医の先生

院内旅行 『大阪シルク・ドゥ・ソレイユ オーヴォの旅』
（大阪～淡路）

中谷外科での研修を終えて
昨年の１０月に地域医療研修として 1 ヶ月間お世話になりました。

昨年 10 月 4～5 日と 11～12 日の 2 便に分かれて、恒例の院内旅行に行ってきました。

中谷外科病院は外来での診察、訪問診療等、本当によい経験をさせて頂きました。
このような貴重な経験ができたのも院長先生をはじめ、スタッフの皆様の人柄にあると思います。病院と
いう所は大変な仕事場だと思いますが、中谷外科には病棟でも外来でも、常に笑顔があふれており、時
には冗談も飛び交って、私は毎日、中谷外科に通勤することが楽しみでした。お昼の食事もとても美味
しく、午後からの仕事の活力になりました。研修の身で、右も左もわからない私を、優しく、丁寧に指導し
て下さった院長先生や看護師の皆様のお力添えにはとても感謝しております。

シルク・ドゥ・ソレイユ オーヴォの大阪公演をわくわくしながら観覧。淡路島では
温泉、花、たこせんべいを。ゆかたの裾をまくり上げ、温泉卓球に汗を
流したり、カラオケで仲間の美声（？！）やキレのあるダンス（？！）
を楽しんだり、しっかり旅を満喫しました。
他部署との交流も院内旅行ならでは。新たな絆もうまれました。
台風が心配されていましたが 2 便とも全く問題なく、天候にも恵まれ、

私は、将来、泌尿器科の医師を目指しております。少し専門的な科だと思いますが、患者様の全身管理

しっかりリフレッシュできました。

など、今回勉強させて頂いたことは、必ず、自分の将来に役立つと思います。そして、院長先生のように

この仲間達とまた仕事、がんばるぞ！！（看護師 坂本 弓子）

病院スタッフ、患者様から絶大な信頼と人気のある医師になりたいと思います。
1 ヶ月という短い期間で、ご迷惑ばかりおかけしましたが、本当にお世話になりました。

お疲れ様でした。これからも
よろしくお願いします。

岡山ろうさい病院
研修医

井上 陽介

スタッフのひとり言
半ばブランクはあるものの、大好きな中谷外科病院で 15 年。
力不足や未熟さを痛感しつつも、病院機能評価認定のための抗菌薬
適正使用の取り組みや、ハイリスク薬剤使用への関与、大学病院研修
など貴重な学びをさせて頂きました。
今日の天使 という欄のある素敵な日記と偶然出会ってから、毎日

平成２６年１０月３０日に防災訓練を行い、多数の職員が参加しました。
実施後の反省会では率直な意見・質問が飛び交いました。
様々な大規模災害が報道される中、各職員が身近に災害を意識し、
防災に対する関心が高まっているのだと感じました。

続けてきたその『天使ノート』
。理事長、院長先生をはじめ、患者様や
スタッフ等、皆様から温かい言葉や親切、支えや助けをもらいながら、
ここまでこられた事を読み返す度に、感動して、感謝の思いに立ち返

災害時医療体制の重要性と、災害時に病院としての責務を果たす

らされる人生の宝物です。これからも一つ一ついい仕事を積み重ねて、

ことを全員で再認識しました

患者様の為に貢献できるよう努めていきたいと

（事務 伊藤 弘司）

新駐車場ができました。
ぜひご利用下さい。
中谷外科病院

事務長

思います。
（薬剤師 三宅 陽子）

Nakatani surgical hospital

