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明けまして

医療法人 松翆会
理事長 川原 裕一

おめでとうございます
寒い日が続いておりますが如何お過ごし
でしょうか？
松翠会は病院理念として“地域を愛し、
安全で安心な医療を提供します“と掲げて
おります。
そして具体的に実行するべく定期的に病院
機能評価を受審しています。これは第３者の
立場から森園病院の理念として掲げていることが、実際どのように
実施されているのかを確認するためです。
昨年は受審の年であり、職員一同とりかかりました。この結果に
基づき、更に地域医療に邁進するつもりです。
お気づきの点はご意見箱にお寄せください。
今年も皆様にとって良い年となりますよう祈念いたします。

＜森園病院のホームページのご案内＞

＜理
念＞
地域を愛し、安全で安心な
医療を提供します。
＜基本方針＞
・信頼される医療
・適正な療養環境
・リハビリの充実

http://www.morizono.or.jp/

日本医療機能評価機構の訪問審査
平成 19 年 11 月に機能評価機構の認定を受けて
から 3 回目の評価を、28 年 11 月に受審しました。
当院では医療の質の向上、患者様へのサービスの質
の向上を目的として５年毎に機構の評価を更新して
います。
受審することで、よくできている部分とまだ十分
でない部分を病院全体で見直し、より一層充実した
診療を目指したいと思っています。
※病院内をラウンドし、評価を受けている様子

機能評価の受審とは？

病院機能評価とは？
病院が組織的に医療を提供するための基本的

評価調査者（サーベイヤー）が、

な活動・機能が適切に実施されているかを評価

中立・公平な立場に立ち、所定の評価項目に

するしくみです。

沿って病院の組織・活動状況を評価します。

評価される項目

評価の結果、明らかにされた課題に対し病院

・患者中心の医療の推進

が改善に取り組むことで医療の質向上が図ら

（例：患者の安全確保への体制が整っているか）

れます。

・良質な医療の実践
（例：診療記録を適切に記載しているか）
・理念達成に向けた組織運営
（例：効果的、計画的な運営ができているか）

★審査を受けての感想・反省（看護部より）★
当院は、昨年３回目の病院機能評価を受審しました。病院機能評価は患者・家族或
いは医療の提供を受けるすべての人々に良質な医療を提供できるようにするためのシ
ステムです。これまでは、体制、規定、手順書、マニュアルなど、構造的な側面を中
心に活動状況を審査されていましたが、今回は臨床の現場で展開される診療、ケア、
業務の流れなどの活動状況を重点的に審査されました。
今回の受審で感じたことは、手順書やマニュアルは出来上がっていましたが、それ
をほとんどの現場で生かし切れていないということでした。そのため、どのようにマ
ニュアルや手順書などを現場に反映し、患者様やご家族へ必要なケアを提供していく
かがポイントとなりました。医師や他職種とカンファレンスや模擬サーベイを何度も
繰り返し行い、審査を滞りなく受けることができました。
今回の受審は終わりではなく、質向上に向かっていく手始めに過ぎません。サーベ
イヤーの方々が話される言葉はすべての患者様の視点に立った言葉でした。この言葉
を胸にきざみ、全職員が力を合わせ、より良い医療を提供できるように頑張っていき
ます。

◇◇◇

みんなの広場

◇◇◇

インフルエンザについて

毎年冬場になるにつれてインフルエンザが流行し、
病院へ診察に行くという方も増えてくるかと思い
ます。
今回は「インフルエンザとは何か」ということを
とりあげたいと思います。
どんな症状か
診断するには
（検査）
かかったら
うつさない方法
ご家族の対策
解熱剤以外の薬
20 歳未満では
予防接種の効果

感染源との接触から数日で急激な 38℃を越える発熱、寒気、
関節痛
発熱から 12 時間以上経過してからの病院受診（鼻腔拭い液での
迅速検査）
安静、休養、水分摂取、通学停止・出勤停止（発症から 5 日間）
咳エチケット
別室で療養、ティッシュはビニール袋に入れる、マスク着用
（同室時・外出時）
空気の入れ替え、マスク着用、液体せっけん手洗い、うがい、
ドアノブの水拭き
発症 48 時間以内の内服薬（5 日間）
、吸入薬（1 日間または
5 日間）
、点滴薬
異常行動がみられることがあるので、注意する（長時間一人きり
にしない）
8 割の人が抗体価 4 倍以上になるので、発病しない可能性が高い

◇◇◇ 部署紹介

＜介護事業部＞

◇◇◇

森園病院には、介護事業部として、居宅
介護支援事業所と訪問リハビリテーションが
あります。3 名のケアマネージャーと、訪問
リハビリは 4 名の専門スタッフ、事務職員が
1 人従事しております。
居宅支援事業所では、病院から自宅へ退院
する際や、介護保険を利用する際の相談・支援
を行い、在宅生活のお手伝いをいたします。対象地域は旧川内市に在住の方々です。
訪問リハビリでは、通院や外出が困難な方のご自宅に訪問して、環境に合わせた
立ち座り移動等、生活動作の練習や指導を行います。訪問リハビリのご利用希望が
ある場合は担当ケアマネージャーにご相談ください。また、活動地域については旧
川内市以外も対応しています。
当事業部は介護を必要とされている方々の在宅生活を支援しております。回復病
棟１階に事業所がありますので、ご来院または直通電話 27-1377 へお気軽にご連
絡ください。

患者の権利
・ 誰でも適切な医療を公平に受けることができます。
・ 病状と経過、治療内容等について十分な説明を受けることが
できます。
・ 検査や治療または医療機関の選択を自らの意思で決定する
ことができます。
・ 個人情報の保護を受けることができます。

☆外来診察担当医表☆

平成２９年１月１日現在

内 科

午
前
（９時～12 時 30 分）
月

火

江畑 浩之
青崎 眞理

岡留 格

整 形 外 科

午 後
午 前
（14 時～17 時 30 分） （９時～12 時 30 分）
岡留 格
岡留 格

午 後
（14 時～17 時 30 分）

山元 典明
福元 銀竜 ※予約外来
山元 典明

福元 銀竜
休 診
※

福元 銀竜
水

江畑 浩之

平井 雅人

※１０時まで予約外来
※一般外来は１０時以降

山元 典明
木

平井 雅人

青崎 眞理

金

江畑 浩之

土

平井 雅人

岡留 格（要予約）
潟山 浩昭
竹迫 賢一（※漢方外来）
平井 雅人

外来リハビリの患者様のみ

山元 典明
※

手術・学会等で変更有

※10 時まで

山元 典明
福元 銀竜

休 診
※

外来リハの患者様のみ

山元 典明

山元 典明 福元 銀竜
休 診
(隔週交替)
※ 手術や学会などで、診察日が変更になる場合がございます。
休 診

