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「やさしさといたわりのある医療」
「開かれた地域医療のための病院」

「安全な医療の提供」
職員一人一人が、安全で良質な医療の提供に努めます。

「医療の質の向上」
患者サービス向上のための業務、技術研修と医療機器の整備を図ります。

「地域医療のニーズへの対応」
達南地域の皆様のニーズに応えるため、適正な医療情報の提供を行い、施設の整備と

診療体制の充実を図ります。

基本理念

基本方針



新年にあたって
済生会川俣病院 院長 佐久間 博史

明けましておめでとうございます。

２０１６年は、いつにない暖冬で幕明けまし

た。大震災・原発事故から５年目、今春には計

画的避難地域に指定された山木屋地区への住民

帰還が予定されていますが、当川俣地域は原発

事故の影響もあり、既に少子高齢化社会となっ

ております。

国は、２０１４年、「医療介護総合確保促進法」で『効率的かつ質

の高い医療提供体制の構築』と『地域包括ケアシステムの構築』を車

の両輪として進めていくとしており、これに向かい着々と施策を進め、

今春にも都道府県が地域医療構想に基づいて病床機能の分化（ベット

数削減を含む）を進める方向です。

当院はこうした国の政策動向を踏まえ「地域包括ケア病棟」を選択

することにしました。地域包括ケア病棟は、急性期病院からの転院を

受け入れ、地域の開業医・介護施設と連携し在宅患者・施設入所者の

急変を受け入れ、在宅療養を支援するもので、国が進める地域包括ケ

アシステムの主役の医療を担う病棟です。昨年１１月より三階病棟４

５床全床を地域包括ケア病棟に転換しましたが、当院にとっては病院

経営的にもメリットがあり、当院の目指す病院形態と考えます。

少子高齢の当地域は、老々介護等、家庭内介護力がますます低下し

ており、「待つ医療」から「出前医療」が必要になっています。今後、

訪問看護・訪問リハビリにも一段と力を入れる必要があり、本年度よ

り訪問リハビリを開始します。

地域社会を支えるのは医療・介護・福祉の充実であり、私達はその

重要な責務を負っています。本年もこの実現のために全

職員手をとり合って頑張っていく所存です。

今年のモットーは

１．地域住民から選ばれる病院

２．職員が働き続けたいと思う職場

以上の２点です。

本年もよろしくお願いいたします。



放射線室長 村上博文

現在一般的になったCT装置は、近年

さらに機能が飛躍的に良くなっていま

す。ハード面だけでなく、各種画像処

理ソフトの開発が進み消化管への応用

も高まっています。

当初、大腸CT検査は「所詮はバーチャ

ルな内視鏡に過ぎないのではないか」

と懐疑的意見が多く聞かれました。し

かし最近では、色々な雑誌で取り上げられ

るようになっています。

大腸内視鏡検査は、患者さんに苦しさを

我慢してもらいながら検査時間を要する辛

い検査となっています。その為、一次検査

および二次精検の受診率が低くなる傾向に

あります。

大腸CT検査の長所は、大腸内視鏡の挿入

が困難な症例でも検査が容易、大腸穿孔な

どの偶発症がきわめて稀、検査時間が短時

間（約10分程度）撮影時間は、約10～20秒

（16列ヘリカルCT）、炭酸ガスで腸管を拡

張させるので検査後すぐにガスが吸収され

腹部膨満感が解消する、術者の技量の影響

をうけにくい等があげられます。

短所としては、表在病変や5mm以下のポ

リープを見つける能力は内視鏡に比べて劣

る、生検やポリープ切除などの治療はでき

ない、最低限の医療被ばくがある事などで

す。

大腸CT検査での画像表示方法は、大腸走

行に沿って大腸内部を仮想内視鏡で構築、

視点を腸管外においた仮想注腸像の観察、

大腸を直線的に引き延ばし展開した画像等

で表示され様々な形態で観察する事ができ

ます。

大腸がんは、早期発見できれば低侵襲な

治療によりきわめて良好な予後が期待でき

る疾患です。

今後大腸CT検査は、撮影のメリットを生か

して受診率が上がり、早期の診断・治療に

も寄与できる検査方法だと思います。

※大腸CT vol.5Report 大腸CT検査の「現

場」エーディア（株）エーザイ（株）参照

※図：大腸CT専用解析ソフト“コロンビュー

イングソフトウエア”東芝メディカルシス

テムズ（株）より引用



「ロコモティブシンドローム」という言葉をご存知ですか?

「ロコモティブシンドローム」（運動器症候群、通称：ロコモ）とは、骨や関節、筋肉など運動器の衰えで、

「立つ」「歩く」といった動作が困難になり、介護が必要な状態、または必要になる可能性の高い状態のことで

す。この「ロコモ」は、「メタボ」や「認知症」と並び、「寝たきり」や「要介護状態」の３大要因の一つになっ

ています。毎日の食事を工夫して、骨や筋肉を丈夫にする食事を心がけることでも

「ロコモ」を予防することが可能です。

●骨を丈夫にする食事

骨を作る材料で最も重要な栄養素は、カルシウムです。牛乳、乳製品は手軽にカルシウム量を確保でき、吸収も

よい食品です。できれば毎日取り入れましょう。

また、牛乳以外にも骨ごと食べられる小魚や緑黄色野菜、ひじきなどの海藻類、豆腐などの大豆製品などにもカ

ルシウムが含まれています。毎日の献立に上手に取り入れましょう。

カルシウムの多い食品

●筋肉を強くする食事

せっかく運動しても、筋肉に必要な栄養がないと、筋肉が増えるどころか減ってきてしまいます。筋肉の材料

となる栄養素はたんぱく質です。たんぱく質を多く含む食品は、肉、魚、卵、大豆製品です。まんべんなくいつ

もの食事に取り入れましょう。特に高齢者は肉や卵が不足しがちなので、意識して摂りましょう。

65歳以上の高齢者に必要なたんぱく質源の1日の必要量は両手のひらにのるくらいです。

筋肉は40歳代から毎年0.5～１％ずつ減っていきますが、適切な運動習慣をつけ、きちんと栄養を摂ることで、

この筋肉の減少を予防することができます。いつまでも健康で“動ける”体を維持するために、できる事から始

めてみましょう。

参考資料：“ロコモ”関連情報サイト

管理栄養士 相原 玲子

豆腐 ひじき 小松菜 切干大根 ししゃも 桜えび



第1章 「蚊」

１．特徴・・・人家周辺。山などどこにでも生息する。

２．症状・・・個人差はあるが刺された直後から痒みを伴って

皮膚が赤くはれる。水ぶくれを生じる場合もある。

３．刺されてしまったら・・・

①患部を水で洗い虫刺され用の薬を塗る

②かきむしらないようにする

③ひどくなってしまったら、すぐに皮膚科を受診する

４．予防法

①自宅周辺の蚊の繁殖を抑えるように気を付ける

②蚊の嫌いな植物を置いてみる

③バーベキュー、ハイキングなど自然の多いところに行く時は

長袖を着る。帽子をかぶる

④汗をかいたらこまめにふく

⑤虫よけスプレーを活用する

第2章 「ハチ（スズメバチ）」

①スズメバチに刺されないためには

スズメバチは「黒」を攻撃します。

黒い衣服などは身に着けないようにしましょう。

頭は良く狙われるので帽子は必ず被りましょう。

巣を見かけてもむやみに近づかない、周囲を飛び回り威嚇

している時には静かに立ち去りましょう。

また、ハチは匂いに敏感なので野山に入るときには

香水は控えることが良いでしょう。

薬局長 高橋 浩一
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伊達すりかみ荘

去る８月23日(日)に山形県

山辺町民グラウンド及び野球

場で第36回済生会北海道・東

北ブロック親善ソフト ボール

大会が開催されました。当日

は悪天候ながらも徐々に天気

にも恵まれ、我が川俣地域ケ

アセンターＡ・Ｂチームも含

め、全12チームが各コートで

熱戦を繰り広げました。当川

俣地域ケアセンターＡチーム

は、Ａリーグ３位を目標に奮闘し、見事当センター初となるＡブロック残留を果た

すことができました。ＢチームはＢブロック優勝を

目標に奮闘したもののＢブロックの厚き壁に跳ね返

される形となりま

した。

最後に大会を影

で支えて頂いた方々 、

本当にありがとう

ございました。



第２回済生会川俣病院地域医療連携懇話会は、平成27年６月12日（金）18時3

0分より新川に於いて開催されました。地域の先生方とスタッフ11名、当院の医

師とスタッフ19名の総勢30名の参加となりました。大庭敬副院長の司会進行で、

佐久間博史院長、福島県済

生会支部長井上仁先生の挨

拶で始まり、来賓の川俣町

医師会長鈴木秀先生よりご

挨拶を頂きました。「研修

医の受け入れについて」と

いうテーマで佐々木俊教診

療部長、「地域の基幹病院

として認識を高める取組に

ついて」というテーマで市

川より子看護部長よりそれ

ぞれ発表して頂き、数田良

宏内科医長の乾杯で歓談が

始まりました。

意見交換会では、大庭副院長が座長となり地域の先生方から貴重な意見を頂き、

地域の基幹病院としての役割と重要性を認識しました。会は最後に阿部義宏事務

部長の挨拶で閉会しました。

地域の先生方の貴重なご意見・

ご要望を踏まえ、これからも今ま

で以上に医療連携（院内・院外）

を充実させて行けるよう努めて参

りますのでご協力宜しくお願い致

します。

地域連携室 佐久間 千



昨年度までは１回のみ行

われていた看護体験が今年

度より７月28日と８月５日

の２回実施となりました。

計10名の高校生が、実際に

患者様に触れ、緊張してい

たと思いますが、反省会で

良い経験ができたとの声も

聞かれました。

将来を見据えての看護体

験だけあって、皆さん真剣な眼差しをしていました。また、院内の

他職種の協力もあり、病院

全体の組織についても理解

していただけたかと思いま

す。

今後、ますます看護職の

ニーズが高まるだけに今回

の体験を通して、是非、看

護師への道に進んでもらい

たいと思いました。

看護師 馬場 美



社会福祉士 櫻井 公

平成２７年７月２４日（金）

１３時３０分から、川俣町東

福沢農村広場応急仮設住宅集

会所にて「第８回なでしこ健

康講座」を開催し、２３名の

方に参加いただきました。

今回は大阪府済生会中津病

院から地域医療を学ぶため、

研修に来られた研修医の池村

彩華先生が沖縄県出身という

こともあり、『沖縄県から学ぶ健康の秘訣』という題目での講演と、済生

会川俣病院の相原玲子管理栄養士に『沖縄料理から学ぶ長寿の秘密』とい

う題目で講演いただきました。参加された方は、頷きながら熱心に聴かれ

ている方や沖縄の話に大変興味を持ち質

問される方も多くいらっしゃいました。

その後、健康相談会を開催し、様々な

健康に関する相談や病院に対してのご意

見・要望などもお聞きすることもでき、

大変充実した会となりました。

今後も、地域の方に喜ばれるような健

康講座を企画していきたいと思います。



①誕生日・星座

②出身市町村名

③趣味・特技など

④私だけのひそかな贅沢

⑤自己アピール

ｶﾐﾉ ﾏ ｷ
看護師 神野 真紀
①１１月２７日 射手座

②福島市

③特技→図工 アルバムのデコレーションは何時間やってても飽きません。

④フットネイル、自宅・実家（１F・２F）・職場によって４本の電動歯ブラシを使い分けていること。

⑤まだまだ分からない事だらけで御迷惑をおかけしており、大変心苦しく思っています。何事にも積極的に取り

組み、早く仕事を覚えられるように頑張ります。よろしくお願いいたします。

ｱﾍﾞ ﾏﾕﾐ

看護師 安部 まゆみ

①２月１８日 水瓶座

②二本松市

③読書

⑤よろしくお願い致します。

ｱﾝｻﾞｲ ﾐ ﾎ

看護師 安齋 美歩
①５月１６日 牡牛座

②二本松市

③読書、ドライブ、スポーツをすること

④思う存分スイーツを食べる。

⑤一生懸命頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

ｶﾝﾉ ﾄｼｶﾂ

准看護師 菅野 利勝
①５月１１日 牡牛座

②福島市立子山

③写真、パラグライダー

④特にありません。

⑤２０１５年５月に還暦を迎え、益々意気盛ん。人生これから・・・？

ﾔﾏｳﾗ ﾉﾘｺ

看護師 山浦 則子

①７月１５日 蟹座

②福島市

③読書

④食べ物をいっぱい準備して、コタツに入って韓流を見ること

⑤よろしくお願いします



ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾖｼ

臨床工学技師 小林 剛
①１月２３日 水瓶座

②猪苗代町

③車

④お酒を飲む

⑤経験の無い業務で分からない事ばかりですが、初心に帰って頑張りますので宜しく

お願いします。

ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ

介護支援専門員 佐藤 雅博
①２月７日 水瓶座

②伊達市霊山町

③吉田類さんや太田和彦さんの居酒屋番組が大好きです。

④コンビーフをつまみにお酒を飲むこと。

⑤トライアスロンや１００ｋｍマラソンをやってました。短いのより長いのが好きでした。一番きつかっ

たのは、富士登山競争でした。もう一度サロマで１００ｋｍ走りたいです。また走り始めます。

ｱﾝｻﾞｲ ｻﾄﾐ

社会福祉士 安齋 里美
①６月１８日 双子座

②福島市森合

③茶道、書道

④夜中ひとりきりの録画鑑賞会

⑤はじめまして。私のマイブームは、夕食時に一口、赤ワインを楽しむことです。新しい環境で緊

張の毎日ですが、少しでも早く慣れるよう頑張りたいです。どうぞ宜しくお願いします。

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｶ

看護助手 渡辺 智香
①５月１６日 牡牛座

②伊達市保原町

③ショッピング

④コンビニのデザートを時々食べること

⑤病院での仕事は初めてですが、看護助手さん、看護師さんに色々と教えてもらい勉強しながら、

早く覚えて頑張っていきたいと思います。どうぞ、よろしくお願いします。

ｺﾆｼｶﾜ ﾘｺ

事務職員 小西川 理子
①７月３１日 獅子座

②福島市

③バスケットボール、スノーボード、音楽鑑賞

④ＥＸＩＬＥ ＴＲＩＢＥに浸ること。

⑤明るく、楽しく、元気よく、一生懸命頑張ります。

よろしくお願いします。

ﾀｶﾉ ﾐｽﾞﾎ

看護助手 高野 みずほ
①１月９日 山羊座

②青森県鶴田町

③ウィンドウショッピング

④３人娘の育児に追われる中、１人になれる時間ができた時。

⑤青森から福島に嫁いで早１０年になります。仕事の方は５年ほど前に平田村の病院で働いていま

したが、ブランクがあるので体もなまっていますし、色々とご迷惑をお掛けすると思いますが、

よろしくお願いします。



より

受 付 時 間 月 火 水 木 金 土

佐久間博史

大庭　 敬

佐々木俊教

数田　良宏

（交代制）

二診 8：45～11：30 山口　鶴子 君島　弘子 佐久間博史 君島　弘子 君島　弘子 山口　鶴子

済生会福島
総合病院

第2・4・5週

ﾘｳﾏﾁ 8：45～11：30 粕川　禮司
渡辺　浩志

第１週

済生会福島
本間美優樹

第1・3週

13：00～16：00 佐久間博史 福島医大 数田　良宏 佐久間博史 君島　弘子

8：45～11：30 福島医大
済生会福島
総合病院

13：00～16：00 福島医大

8：45～11：30 福島医大 福島医大

13：00～16：00 福島医大

山中直人
診　　察

14：30～

8：45～10：30 福島医大

13：00～1５：00 予 約 診 療 福島医大

高橋　博

診　　察

14：00～

※糖尿病外来は診療日が不定期になっております。事前にご確認の上お越しください。

電話　　56６-2323 ＦＡＸ　　566-2325

http://www.kawamata .sa iseika i.or .jp/

　　済生会春日診療所

　　済生会川俣訪問看護ステーション

　　特別養護老人ホーム　はなづか

　　介護老人保健施設　めがみ 　　  川俣町地域包括支援センター

　　通所リハビリテーション　めがみ

午前

外来診療予定表

平成28年1月1日

内　科

午
前

一診 8：45～11：30 佐々木俊教 数田　良宏 佐々木俊教 大庭　 敬 大庭　 敬

糖尿病

外来
8：45～11：30

午後

済 生 会 川 俣 病 院

　　  済生会川俣光風園

　　  済生会川俣光風園訪問介護事業所

　　  済生会かわまた居宅介護支援事業所

皮膚科 午後 13：00～16：00

眼　科

午前

外　科

午前

午後

午後

循環器

泌　尿
器　科

午後 13：00～16：00

整　形
外　科

午前

8：45～11：30


