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　平素より「田川新生病院だより」をご覧頂いている皆様には深く感謝申し上げます。

　おかげさまで「田川新生病院だより vol.１」の発刊から、１週年を迎え「田川新生病院だより vol.３」の発

刊に至りました。

　さて、私事ですが、わたくし吉松は今号を持ちまして広報誌の編集担当を離れる事となりました。今後は

新しい担当者が新しい風を吹かせ「田川新生病院だより」をより一層活気の溢れるものにしていきますの

で、今後とも宜しくお願い致します。

編　集　後　記

医師担当表

内科［糖尿病内科］

牧

月 火 水 木 金 土

脳神経内科

田中（9:00～）

内科［呼吸器内科］

阿　部

内科［こう原病・リウマチ］

内野（不定期）

循環器内科・心臓血管外科

安藤（不定期）

整形外科

小　林

整形外科

小　林

内科［脳神経内科］

光　永

内科［呼吸器内科］

阿　部

内科［脳神経内科］

光　永

内科［漢方診療科］

後　藤

内科［呼吸器内科］

阿　部

内科［総合診療科］

柏　木

脳神経内科

光　永

内科［呼吸器内科］

阿　部

内科［呼吸器内科］

阿　部

脳神経内科

田　中

内科［呼吸器内科］

阿　部（新患：予約）
13:30 ～

皮膚科

飯塚病院

循環器内科・心臓血管外科

安藤（不定期）

曜日

受付時間

8時30分

～

11時00分

13時30分

～

16時00分
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※ 上記医師担当表は令和３年２月現在のものになります。随時変更していますので、詳しくはホームページをご覧ください。
※ 月曜午後の光永院長の診察は、新患のみの予約診察となります。
※ こう原病・リウマチ科と脳神経内科の新患は予約制となっております。詳しくはお問合せください。
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新　井
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医 療 技 術 部 特 集

　放射線室では、各診療科からの依頼による一般
Ｘ線撮影、Ｘ線ＴＶ撮影、ＣＴ等の検査を行ってい
ます。
　ＣＴ画像は当院の医師に加え、外部放射線診断
専門医による画像診断を行い、ダブルチェック体

制にて診断精度の向上を図っております。
　又、嚥下機能の評価の為に行う嚥下造影（ＶＦ）
検査も行っています。
　医療被ばく低減等「患者本位の医療」を目指し、
技術と質の向上に努めています。

　検査室では血液・尿検査、肺機能検査、超音波
検査、心電図、聴力検査、24 時間血圧測定検査、
体成分分析検査、骨密度検査、ABI（足関節上腕血
圧比検査）、真菌検査、認知症検査などの検査を行っ
ています。
　臨床検査技師の仕事は採取された血液や尿、便、
喀痰などを用いて体の成分を数値として出します。
　皆様の病気の早期発見や病気の進行具合などの

診断には必要なものになります。
　また心電図やエコーなど、直接体に電極やプロー
ブなどをあてて波形や画像をとることもします。
　これらの検査を当院では予約なしで受けて頂く
ことが出来ます。その他、院内感染対策委員会や
NST（栄養サポートチーム）などの委員会活動に積
極的に取り組んでいます。

放  射  線  室

　薬局では、調剤・鑑査、医薬品情報管理、入院
患者様の服薬指導・持参薬の識別等の業務を行っ
ています。
　入院患者様には、薬の重複や飲み合わせ、副作
用の確認等を行い、ポリファーマシー※対策への取
り組みを開始しています。
　診療やチーム医療の中で医師や看護師、その他
医療スタッフからの問い合わせに対応し、患者様
に安全で有効な薬物療法を提供し、薬の適正使用
に努めています。

検  査  室

　医療技術部は、「コメディカル」といわれる国家

資格や認定資格を持つ専門技術者が集まる部局

です。当院では、薬局・検査室・放射線室・栄養

管理室の４部門で構成されています。各々 3人前

後の小さな部門ですが、医師・看護師・リハビリ

スタッフらと共に、患者様の健康を支えるため

日々頑張っています。特にリハビリが中心の当院

では、患者様の栄養状態・食事・嚥下に対して重

点をおき、栄養サポートチームの中でも、栄養指

導・嚥下訓練・嚥下造影などの評価で、重要な役

割を担っています。当院は90床の決して大きな

病院とはいえません。しかし、その一方で各部門

間の垣根が低く、コミュニケーションがとりやす

いというメリットもあります。医療技術部のス

タッフは、医師の指示の下で専門技術を提供する

だけでなく、一人一人の患者様に対して他部門の

メンバーと共通認識を持ち、患者様に寄り添う

姿勢で日々研鑽しています。

医療技術部部長　田中　典子

保有資格：認定認知症領域検査技師（1名）、認定超音波検査士（消化器）（1名）

保有資格：NST専門療法士（1名）

薬  局

※ポリファーマシーとは、「必要以上の薬の使用が原因で体に害が起きて
しまう状態」を指します。複数の疾患に罹り、複数の薬を飲まれいる事
が多い高齢者のポリファーマシーが特に問題とされています。
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　栄養状態が悪いと治療効果が得

られにくく、合併症を引き起こすリ

スクが高くなります。また、リハビ

リの効果も十分に得られません。

　NSTは患者様に最適の栄養管理

を提供する為に、医師、看護師、薬

剤師、管理栄養士、臨床検査技師、

理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士等で構成された医療チームです。

　栄養管理室では、入院患者様、デイケア利用者様の食事を美味しく温かく安全に提供できるよう心を込め

て食事サービスを行っています。また、個人の食生活に合わせた栄養食事相談、低栄養の患者様への改善支

援を行っています。

　病院やデイケアでの食事は、「治療の一環」で

あると共に、「楽しみ」の役割を担っています。

　病状に合わせた食事をもとに、患者様、利用者

様に喜んで食べていただく為、献立作成、調理技

術の向上を図っています。

　又、嚥下障害のある患者様、利用者様には、で

きるだけ口から食べていただけるように豊富な食

形態（学会分類2013による）で対応しています。

当院ではきざみ食を廃止し、見た目も良い安全な

嚥下調整食の提供に努めています。

栄  養  管  理  室

1．食事サービスについて

NSTとは・・・

　当院のNSTは、摂食嚥下チーム、

リハ栄養チーム、病院食改善チー

ム、生活習慣病予防チームの4つの

チームが連携し、活動をしていま

す。低栄養改善の支援だけでなく、

口から食べる事が困難になった方

への支援、サルコペニア（筋肉が減

少し、筋力低下から身体機能の低下

に至る病気）改善の支援等リハビリ

に特化した病院ならではのこだわり

をもった活動を行っています。

当院のNST活動の特徴

　糖尿病や腎臓病、高血圧症等の生活習慣病を中

心に、嚥下障害、低栄養等あらゆる疾患に対応して

います。

　相談時には、必ず、体成分分析（InBody）測定を

行い、体脂肪量や筋肉量にも着目しています。

　患者様個々人の生活背景や食生活の内容を踏ま

えて、実行可能な方法を患者様と一緒に考え、提案

しています。

2．栄養相談について

保有資格：病態栄養専門管理栄養士（2名）
福岡県糖尿病療養指導士（3名）

もう一度口から食べたい！ そして アレ♪も飲みたいな
　Aさんは脳出血により、半身まひの後遺症が残りました。
　その影響により口から食事を摂取することができず鼻のチューブから栄養を摂取する日々。ひど
く落ち込んだAさんは食べることを諦めていました。
　しかし、ある日、スタッフへビールを飲むことが楽しみだったと
語ります。そこで、NST で協議し「ビアガーデンを開こう !」という
目標を掲げました。
　計画は大成功！ノンアルコールビールでしたが「また飲めて嬉し
い。今度は口からご飯も食べたいな。」と口から食べることの楽しみ
を噛みしめたAさんは無事に口から食事が摂れるまでに回復し見違
えるような笑顔で退院されました。

私たちは栄養を通して1人でも多くの対象者さまが笑顔になれるよう日々精進します。

NST（栄養サポートチーム）

患者様の語りから、NSTを通して経口摂取の再開、栄養状態の改善を認めた症例

活
動
紹
介

当院NSTが介入した心に残る1症例を紹介します

『心がうごけば体もうごく』

口
か
ら
食
べ
る
こ
と
を

最
後
ま
で
あ
き
ら
め
な
い
！

口
か
ら
食
べ
る
こ
と
を

最
後
ま
で
あ
き
ら
め
な
い
！

（節分） （秋の収穫祭） （クリスマス） （ご当地メニュー）
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患者様の語りから、NSTを通して経口摂取の再開、栄養状態の改善を認めた症例

活
動
紹
介

当院NSTが介入した心に残る1症例を紹介します

『心がうごけば体もうごく』
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か
ら
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る
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ま
で
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な
い
！
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か
ら
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る
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！

（節分） （秋の収穫祭） （クリスマス） （ご当地メニュー）
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　ウェルウォークの運用を開始して1年が

経ちました。これまでに38人の脳卒中を呈

した患者様に使わせていただきました。我々

の印象として、リハビリ中の歩行量が増え、

早く歩けるようになった方が多い印象です。

また、患者様からの声として、安全装置を着

用しているため、「歩くのが怖くない」「ロ

ボット脚が振り出しをアシストしてくれか

ら、歩くのが楽しい」との声をきいていま

す。患者様の中には1人で立つことが出来な

かった方が、杖歩行や杖なしでも歩けるよう

になり自宅退院された方もいます。

　これからも、積極的にウェルウォーク歩行

練習を取り入れ、早期退院できるようお手伝

いしていきます。

います。

　今後当院では、ボトックス治療の普及に努

めていきたいと考えています。

　詳しいことが決定次第、皆さんに広報誌等

でご連絡したいと思っております。

Topics Topics

ウェルウォークの運用から1年を振り返って

　外来患者様に対し認知訓練と自動車シミュレーターを実施したこと

で障害に向き合い、訓練の中での「気づき」によって向上が見られ自動

車運転再開に至った患者様を経験し、その内容を日本高次脳機能障害

学会で発表させて頂きました。

日本高次脳機能障害学術大会発表について

　第54回日本作業療法学会大会が開催され（Web）、認知症ケアに携

わる専門職のメンタルヘルスを調査して、職種別の違いを明らかに

することを目的にした研究結果について「認知症ケア研修会参加者

のメンタルヘルスに関する職種別の比較」というテーマで発表を行

いました。

第54回作業療法学会で発表しました！

　当院では10月より、ボトックス治療を始

めています（※現時点では当院かかりつけの

方のみ対象）。

　ボトックス治療とは、ボツリヌス菌が作り

出す天然のたんぱく質(ボツリヌストキシ

ン)を有効成分とする薬を筋肉に注射し筋肉

の緊張や痙縮を和らげる治療です。

　脳卒中などの後遺症である手足のつっぱ

り（痙性）により、日常生活に不便を感じて

いる人は多くいらっしゃいます。そのつっ

ぱっている筋肉に治療を施し、柔らかくする

ことで、様々な効果が生まれます。実際に治

療を行った方からは「足のつっぱりが減り、

歩きやすくなった」等、喜びの声が聞かれて

当院ではボトックス治療を行っています！

　みなさんは、自身の身体にどれくらいの筋

肉がついているか知っていますか？

　日々、バランスの取れた食事を摂り、適度

な運動を行っていると気になるのが身体の

「変化」＝「筋肉量」です。しかし目に見え、実

感できる変化が出てくるまでには時間がかか

ります。

　当院で行っている体成分分析検査（In Body）

では、体重計で測ることのできない筋肉量を

数値で見ることができます。その為、変化を

実感しやすいです。特に健康長寿に筋肉は欠

かせない存在といえます。

　定期的に体成分分析検査（In Body）を行

うことで、食習慣・活動量などの改善や効果

を確認できます。変化を楽しみながら、私達

と共に健康長寿へ向け筋肉をつけていきま

しょう。

健
プロジェクトプロジェクト

長寿康健 長寿康

「筋肉つけて、健康長寿！ 」第３回

で学 会 発 表 し ま し た！

言語聴覚療法士
福田 友美

作業療法士
松尾 涼太
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　平素より「田川新生病院だより」をご覧頂いている皆様には深く感謝申し上げます。

　おかげさまで「田川新生病院だより vol.１」の発刊から、１週年を迎え「田川新生病院だより vol.３」の発

刊に至りました。

　さて、私事ですが、わたくし吉松は今号を持ちまして広報誌の編集担当を離れる事となりました。今後は

新しい担当者が新しい風を吹かせ「田川新生病院だより」をより一層活気の溢れるものにしていきますの

で、今後とも宜しくお願い致します。

編　集　後　記

医師担当表

内科［糖尿病内科］

牧

月 火 水 木 金 土

脳神経内科

田中（9:00～）

内科［呼吸器内科］

阿　部

内科［こう原病・リウマチ］

内野（不定期）

循環器内科・心臓血管外科

安藤（不定期）

整形外科

小　林

整形外科

小　林

内科［脳神経内科］

光　永

内科［呼吸器内科］

阿　部

内科［脳神経内科］

光　永

内科［漢方診療科］

後　藤

内科［呼吸器内科］

阿　部

内科［総合診療科］

柏　木

脳神経内科

光　永

内科［呼吸器内科］

阿　部

内科［呼吸器内科］

阿　部

脳神経内科

田　中

内科［呼吸器内科］

阿　部（新患：予約）
13:30 ～

皮膚科

飯塚病院

循環器内科・心臓血管外科

安藤（不定期）

曜日

受付時間

8時30分

～

11時00分

13時30分

～

16時00分
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※ 上記医師担当表は令和３年２月現在のものになります。随時変更していますので、詳しくはホームページをご覧ください。
※ 月曜午後の光永院長の診察は、新患のみの予約診察となります。
※ こう原病・リウマチ科と脳神経内科の新患は予約制となっております。詳しくはお問合せください。

広報委員会  吉松

整形外科

新　井

整形外科

新　井

整形外科

新　井

泌尿器科
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