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年
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経営理念】悩める人を癒し、苦痛を和らげ、心を慰め、そして病気の予防を
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開催

第 回 IZUMIKAWA LIVE
平成

年

月 ・ 日の二日間、泉川病院機能回復室にて「IZUMIKAWA

泉だより

LIVE

ストオペレーターとして去年同様に、湘南鎌倉総合病院副院長齋藤滋先生をお迎えし、

」が開催されました。ゲ
症例の心臓カテーテル検

査・治療が行われました。齋藤滋先生による最先端の技術を駆使したライブデモンストレーションにより、参加い
ただいた先生方や当院職員の技術・知識向上に役立てることが出来ました。さらに今年は、IZUMIKAWA

LIVE

と市民公開講座を同時開催、午前「AED 講習会」
・「心臓病・足の血管の病気」、午後からは、九州初の心臓リ
ハビリ（ライブ）
・心臓リハビリ（運動療法）〜どこまで運動できますか〜を患者さん向けに開催、盛況のうちに
終了いたしました。今後も毎年開催を目指し、より多くの医療施設・医療従事者の方々が参加されることによって、
長崎・島原半島における循環器医療の充実に貢献出来たらと思います。
最後に、お忙しい中、ライブに御参加いただいた先生方・医療従事者の方々、また、市民公開講座・心臓リハビ
リライブに参加された市民の皆様、誠にありがとうございました。
・・・カテライブ実行委員長
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IZUMIKAWA LIVE 初の当院主催市民公開講座
AED 講習会

〜AED と心肺蘇生法〜

心臓病・足の血管の病気
去る

月 日に「IZUMIKAWA

LIVE

」の中で、初の試みである「市民公開講座」を開催しました。島

原半島内の方だけではなく、半島外からも多くの方々に参加をしていただきありがとうございました。まず臨床
工学技士による「AED と心肺蘇生法について」
、次に泉川卓也副院長による「心臓病／足の血管の病気」につい
ての講演を行いました。前講演では、AED を使用するような状況に遭遇した場合でも慌てないようにと、実技
を取り入れた講演を。後講演では心臓や足の循環に関する病名をはじめ、症状やその仕組みなどのわかりやすい
説明。また、カテーテル治療に用いる「ステント」がどのようなもので、どのような仕組みになっているのか、
実物を見せた講演となりました。終了後には、参加された方から「わかりやすかった」など、うれしい言葉をい
ただきました。また、病院や今後についての意見もあり、これからの活動や次回開催の参考にさせていただきた
いと考えています。・・・診療技術部

臨床工学

岩永

瑞希

心臓リハビリテーションって何？ 〜心臓病の人どこまで運動していいの？〜
「心臓リハビリテーションって何？〜心臓病の人どこまで運動していいの？〜」が泉川病院

Ｆリハビリ室に

て開催されました。講師として、健康保険人吉総合病院循環器内科部長岡秀樹先生、看護師濱田真理先生、理学
療法士中田大揮先生、臨床検査技師諸見梓先生方をお迎えし、心臓リハビリテーションについての講話からレジ
スタンストレーニングや運動負荷試験装置（CPX）を用いてのデモンストレーションが行われました。市民の
方々からは「大変参考になりました」
、
「心臓病
でもリハビリが必要だと感じた」との感想が聞
かれ、今回開催した意味は非常に大きく感じま
した。次回開催する機会があれば、今回の意見
を参考にしたいと思います。最後にお忙しい中
ご参加いただいた先生方や市民の方々、本当に
ありがとうございました。
・・・診療技術部
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病院機能評価 Ver６ へ認定を更新しました。
平成

年

月、日本医療機能評価機構による書

類及び訪問審査を受審し、病院機能評価 Ver へ
認定を更新しました。
病院機能評価は、第三者機関から客観的な病院
機能の評価を受け、改善が必要な部分についての
助言に対し、業務改善を行いながら質の高い医療
提供へとつなげるため、

年に

回受審するもの

です。
当院病院理念にも掲げております、
『地域社会
に貢献し、愛され、信頼される病院』を目指し、
今後も全職員で取り組みを進めていきたいと思い
ます。
前

機能評価委員会対策室
（山﨑・本田・小島・深堀）

職場紹介

私たち医事課は部長

名、主任

医療情報部

名、入院担当

名、外来担当

名、福祉担当

医事

名、検診担当

名で構成さ

れています。主な業務として受付、患者さんのご案内、会計、医療・介護・在宅の保険請求、総合案内などの
対応を行っています。
また、患者さんが最初と最後に接する病院の窓口の顔として、患者さんの事を最優先に考え、患者さんの立
場に立った対応を心掛け、日々努めております。サービス（おもてなし）という形のない商品を作るには、人
と人とのコミュニケーションなしにはありえないと思っております。職員一同、
「患者満足」という基本方針
を基に、患者さんの一人ひとりの声に真撃に耳を傾けながら、たゆまぬ努力を重ねていきたいと思いま
す。・・・佐藤栄利子

泉だより
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太田 祐樹（腎臓内科）
出 身 地：長崎県佐世保市
前 任 地：佐世保市立総合病院
趣
味：サッカー
ひとこと： 月より腎臓内科医師として来ました太田です。慢性腎臓病、
透析に関する診療で主にお役に立てればと思っています。よ
ろしくお願いします。
Ｈ ． 月〜

看護師

大串

知理 佐藤
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看護師

看護師

広恵 綾部

介護
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介護

恵美 板山八重子 林田さつ子 田島

託児所

美代 林田さおり 原田
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託児所

沙彩 髙橋

調理員

秀晃 池田

調理員

侑子 吉岡亜希子 猿渡

介護

介護

沙智 向田

管理

晃子

医事

将也 岡本晋乃介 小田

彩

いきいき健康教室のご案内
／未定 （ 月下旬頃院内へ掲示いたします）
糖尿病について

／ ㈯ 腰と膝の痛みについて
〜理学療法士より〜

〜腎臓内科先生より〜
食事療法長続きの秘訣

骨粗鬆症・貧血を予防しよう
〜管理栄養士より〜

〜管理栄養士より〜

／ ㈯ 脂質異常症について 〜看護師より〜

／ ㈯ フットケアについて 〜看護師より〜

食物繊維たっぷりの料理で生活習慣病

嗜好品のエネルギーを知ろう

を予防しよう 〜管理栄養士より〜

〜管理栄養士より〜
＊詳細は毎月病院掲示板にてご案内しておりますのでご覧ください。
＊ 月と 月の教室にはお食事があります。参加される方は内服薬を忘れずにお持ち下さい。
＊ご希望・ご相談がございましたら、外来看護師へおたずね下さい。
☆ 月、 月は透析患者のみの教室となっていますので透析室に案内を掲示します。
生活習慣病対策チーム 別府 清子
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〜制服（ユニフォーム）
をリニューアルしました〜
看

護

介

護

リハビリ

臨床工学

医療安全

外来に立っている白衣の人は？

医療コンシェルジュです。
具体的な役割としては、患者さんを病院内で速やかにご案内することで、待ち時間
の短縮や効率的な受診を実現するものです。

☆医療コンシェルジュからの一言
当院では、患者さんをサポートする一環と致しまして、平成 年

月より医療コンシェ

ルジュを導入いたしました。看護師や、介護、事務、薬剤師、検査技師、臨床工学技士、
ソーシャルワーカーなど多職種の交代制で実施しています。各部門スタッフが、直に患者
さんの声を聞く事により、より良い病院体制が構築できる事を目的としています。まだ、
導入したばかりで、未熟なコンシェルジュではありますが、患者さんや付き添いの方が当
院を受診して良かったと思っていていただけるように努力していきたいと考えていますの
で当院来院時はお気軽に声掛け下さい。

経営企画室

大野木

正道

乳がん検診を受けませんか
乳がん検診の受けやすい環境作りとして、乳がん検診（個人検診）のクーポン券の販売と、土曜・日曜乳がん
検診を行います。ぜひ、あなたとあなたの大切な人のために乳がん検診を受診していただきたいと思います。

乳がん検診（個人検診）クーポン券：料金 ， 円（通常 ， 円）
●使用可能期間：ピンクリボン月間（ 月中）または受診者様の誕生月
●検査内容：マンモグラフィ＋乳腺エコー（女性技師対応）
●このクーポン券は泉川病院のみで使用可能です。

土曜・日曜乳がん検診
●土曜日の乳がん検診を午前中のみ行います。
●日曜乳がん検診実施日：Ｈ 年 月 日、Ｈ 年 月 日、 月 日
●利用可能な検診種類：市のがん検診（南島原市・雲仙市）
・無料クーポン・個人検診
●検査項目：マンモグラフィ・乳腺エコー・視触診（マンモグラフィと乳腺エコーは女性技師が対応）
▲

事前予約が必要です。ご不明な点はお問合せください。 TEL
医療法人 栄和会

〒

‐

長崎県南島原市深江町丁

TEL

‐ ‐

FAX

‐ ‐

‐ ‐

（担当：検診室）

http://www.izumikawa.or.jp

