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田 川 新 生 病 院

診療科目
内科・神経内科・呼吸器科・整形外科・
リハビリテーション科・こう原病・リウマチ科・
皮膚科・泌尿器科

田川伊田駅より約5km

田川後藤寺駅より約7km

■西鉄バス利用…約20分 新生病院前下車
■タクシー利用…約10分
■西鉄バス利用…約35分 新生病院前下車
■タクシー利用…約15分

外来診療時間及休診日

『しんせい』に関する、お問い合せは広報までご連絡ください

受付時間　月曜日～土曜日 8：30～11：00

休 診 日　毎週日曜日、第2・4土曜日、祝日、お盆（2日間）
年末年始（12月31日～1月3日）

〒825-0004 福岡県田川市大字夏吉3638番地
☎0947－44－0690 0947－46－0568
ホームページ　http://www.tagawasinsei.jp/
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　前号でお伝えした様に、高齢者の誤嚥性肺炎による
死亡率は増加しています。誤嚥性肺炎を予防する為に
は、嚥下（飲み込む）筋力を強化することが重要とな
ります。
　「おでこ体操」は飲み込む筋力を強くする嚥下体操
の１つです。簡単なのでぜひお試しください。

～おでこ体操で誤嚥性肺炎を予防しよう！～
健康長寿健康長寿

　当院栄養管理室は、2名の管理栄養士と給食スタッフが
協力し、日々の業務に取り組んでいます。主な業務は、
入院患者様・デイケア利用者様への食事提供と栄養管理
です。食事提供には、季節を感じて頂けるよう、旬の食
材を使用し、行事食に力を入れています。栄養管理室は、
入院・外来の栄養相談、多職種協同で栄養改善に取り組
む栄養サポートチーム（NST）の一員としてチーム医療
を行っています。
　食事に関するご相談が
ありましたら、お気軽に
お声をお掛けください。

栄養管理室
スタッフ
紹 介

●命をつなぐAED･BLS
●入院患者満足度調査結果報告
●脳卒中克服への挑戦！！
　～CI療法の効果～
●患者会
●楽しい節分
●医師担当表
●スタッフ紹介
●健康長寿プロジェクト

※午後からは、リハビリ等予約患者のみの受付となります。
※日曜・祝日・毎月第2・4土曜日は休診となります。

平成27年1月1日～ 医師担当表

※土曜日の医師は、週によって担当が変わります。
　予定につきましては、医事課受付・外来に表示しております。
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※食事の前に行うと効果的
※高血圧症や頚椎症の方は注意が必要

設備管理室：石田氏作成

①座った状態で姿勢を正す。
②おでこに手のひらをたてに当てる。
③頭が動かないように手で押さえながらおへそをのぞきこむ。
④手のひらとおでこで押し合いを5秒間
　おこなう。
④反対の手でのど仏の上を触り、
　筋肉が硬くなっているのを確認する。

（嚥下おでこ体操の方法）（嚥下おでこ体操の方法）



　昨年11月に行われた九州理学療法士・作業療法士合同学会にて当院からはCI
療法についての症例報告2題と筋力測定についての研究報告1題の計3題を発表
してきました。
　その中で私達は「通所リハビリテーションにおけるCI療法の効果」について
発表を行いました。

　この治療法は世界中で研究されており、脳卒中のリハビリテー
ションで最も効果の高い治療法の一つと言われています。当院で
は一昨年、兵庫医科大学病院の竹林崇先生に講演して頂いたこと
をきっかけにCI療法に取り組むようになりました。実践した症例
数はまだまだ多くはありませんが良好な結果がでております。
　当院リハビリテーション部では学術活動や技術を学び、日々研
鑽し、努力して患者様に最良のリハビリテーションを提供してい
きたいと思っております。

　年も明け、早いもので春の足音が聞こえてきました。
　当院では、昨年12月に夏吉公民館にて、リスクマネジメント委員会主催
「AED・BLS（一次救命処置）訓練」を全職員対象に開催しました。
　AEDとは、命を救う機器（心臓救急装置）の事で、最近では駅や市役所、
大型スーパーなどでも設置されるようになり、突然の心肺停止を起こした人
を発見した場合、医療従事者でなくとも、そこにいる人達がその場で使い、
倒れた人の命を救う事が出来る医療機器です。
　今回の訓練では、グループに分かれ2人1組になり以下のような実践的な
訓練を行いました。
　①倒れた人を発見
　②意識と呼吸を確認
　③周りの人に救急車・AEDを依頼
　④AEDが届くまで心臓マッサージを行う
　⑤AEDの音声ガイダンスに従い操作
　訓練の中で、消防署の方から周りの人に救急車やAEDを依頼する際は、「誰
か救急車を呼んでください」と呼びかけるのではなく、「そこのあなた！！
救急車を呼んでください」などと相手を特定する呼びかけ方を指導されま
した。
　「誰か！！」ではなかなか人は動きません。相手を特定し的確に依頼する事
が救命に繋がります。この1分、1秒が救急患者の生命に係ります。
この大切な時間に、その場に居合わせた方の応急手当てが何より重要なの
です。
　皆さんも自分の大切な人の命を守る為、消防署で行われている訓練へ参加
されてはいかがでしょうか？

　患者会「きぼう」は、脳梗塞等を発症
された患者様数名が中心となって設立し、
平成20年から活動を続けています。主な
活動内容としては、茶話会（おしゃべり会）、
グランドゴルフ、料理教室、デイケアと
の交流会、カラオケ大会、新年会、お花
見などです。みんなで励ましあい、少し
ずつ前に進んでいくことを目的として、
毎月1回のペースで開催しています。
　平成27年1月10日にカラオケ大会を行
いました。全員でお弁当を食べて大好き
な歌を歌い、ストレスや悲しい事を忘れ、
笑顔の花が咲きました。さらに、病院ス
タッフがバイオリンを演奏するというサ
プライズもあり、楽しい時間があっとい
う間に過ぎました。患者会「きぼう」で
はメンバーを募集中です。見学もできま
すので、是非一度遊びにいらしてください。

　デイケアセンターでは、年中行事の一つとして2月3日、
4日に節分祭りを行いました。
　鬼や福に扮した職員に対し、思い思いに豆を投げ、和
気あいあいと一年の無病息災を願いました。利用者様が
画用紙で作った恵方巻きをほおばり記念撮影を行い、ご
家族様には笑顔の写真を届け、喜んで頂きました。
　今後もデイケアスタッフ一同、利用者様と楽しい時間
を共有し、いつまでも元気に過ごして頂けるように支
援していきたいと考えています。

脳卒中克服への挑戦！！

楽しい節分楽しい節分

※CI療法とは脳卒中を患い麻痺した手をリハビリテーション時や日常生活で出来るだけ使用
　していただき、麻痺した手の機能改善を図る治療法です。

～CI療法の効果～命をつなぐAED･BLS

お問い合わせ：田川新生病院　医療相談室　☎0947-42-2323

患者会♪♬

回復期リハビリテーション病棟
　　　　　　　入院患者満足度調査結果報告

Q．当院について感じたこと
・スタッフ全員が協力し、チームワークが取れていてすがすがしく感じる。
 またどの職員もよく挨拶してくれる。　
       回答 ⇒ ありがとうございます。より多くの患者様に感謝して頂けるよう、努力致します。
・理学療法室までの廊下にエアコンがないので夏は暑すぎる。
       回答 ⇒ 院内で検討を重ね、エアコンを設置致しました。

調査にご協力頂き有り難うございました。
当院へのご意見・ご要望等、院内の業務改善委員会にて検討し、今後も患者様の満足
を高めるよう改善してまいります。

Q．当院を選ばれた理由はなんですか？ Q．当院を家族や知人、他の方へ薦め
    ますか？

医師・
診療科目・
設備がいい
17%

他院の
紹介 48%

薦める
89%

無回答
3%

薦めない
8%

自宅・職場
から近い
15%

家族・
知人の勧め
15%

その他 5%

（平成26年1月～12月）


