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●高砂西部病院 各病棟のご紹介
●訪問看護・介護きらめきのご案内
●食べやすくする調理のポイント
●ピンクリボン運動　乳がん検診のすすめ
●漢字パズル・川柳・短歌
●医療講演案内

ホームページアドレス　http://www.takasagoseibu.jp

『気になる腰と膝の痛み』　講師：谷口理学療法士
姫路市立谷内公民館
姫路市飾東町八重畑1032－2

会 場10月24日（金）14:00～15:00

ＪＲ曽根駅（神戸線）からは南へ徒歩約７分
高砂市コミュニティバス利用時は、中筋口停留所前下車

姫路（加古川）バイパスの高砂西ランプを降りてすぐ
※神戸方面からの場合は、高砂北ランプ交差点を降り、
　国道２号線の豆崎東交差点を左折です。
　国道250号線もしくは国道2号線をご利用ください。　

〒676－0812　兵庫県高砂市中筋1丁目10番41号
TEL（079）－447－0100（代表）
　　（079）－458－3388（地域医療連携室）
FAX（079）－447－0311（地域医療連携室）
　●介護・在宅関連
　高砂西部病院居宅介護支援事業所
　TEL（079）－447－0100（代表）
　高砂西部病院通所リハビリセンター
　TEL（079）－447－0100（代表）
　高砂訪問看護・介護ステーション 『きらめき』 
　TEL（079）－447－2455

交通手段

アクセス

医療法人沖縄徳洲会　高砂西部病院

医療講演スケジュール医療講演スケジュール（平成26年）

『寝たきりにならないために～認知症予防～』
　　　　　　　　　　　　　　講師：能美看護師

加古川市立野口公民館
加古川市野口町長砂49－5テーマ

日 時 会 場10月7日（火）9:30～11:00

『バランスのとれた食事で元気にすごしましょう』
　　　　　　　　　　　　講師：山田管理栄養士

夕陽ヶ丘第二自治会公民館
姫路市飾東町夕陽ケ丘34テーマ

日 時 会 場10月15日（水）14:00～15:00

『からだの痛みと予防体操』
　　　　講師：山口理学療法士・川西理学療法士

姫路市立別所公民館
姫路市別所町別所1717－4テーマ

日 時 会 場10月17日（金）13:30～14:30

テーマ
日 時

今年で5年目…世界遺
産熊野本宮大社の大
鳥居が桜色に染まりま
す。10月11日（土）午後
5時半～9時までピン
クリボンライトアップ
が行われます。

医療講演のご案内医療講演のご案内
　当院では、地域のみなさまのお役に立てるよう、健康や病気 ・ 治療 ・ 薬 ・ 栄養 ・ 介護 ・ 保険制度などさまざまなテーマ
で 『医療講演』 を開催しています。講師を務めるのは、医師をはじめ、看護師 ・ 薬剤師 ・ 管理栄養士 ・ 診療放射線技師 ・ 
臨床検査技師 ・ 理学療法士 ・ ケアマネージャーら経験豊かな当院のスタッフが行います。いずれも参加費は無料、事前の
お申し込みも必要ありません。講演予定は当院ホームページでご紹介しております。
　ホームページアドレス（ http://www.takasagoseibu.jp ）
　『医療講演』は当院内だけでなく、企業・自治会・老人会などのご依頼を受け、院外の施設で行っております。少人数で
もかまいません。ご相談承ります。講演の依頼や講演予定など、お電話で気軽にお問い合わせください。

　問い合わせ先　地域医療連携室 　受付時間  8時30分～17時00分（日曜・祝日を除く）　連　絡  079－458－3388（直通）

10月は
「乳がん月間」です

10月は
「乳がん月間」です

ピンクリボン運動や
乳がん検診について
ご紹介…6P

訪問看護訪問看護
介護ステーション
きらめきのご案内

…4P
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高砂西部病院 各病棟のご紹介高砂西部病院 各病棟のご紹介

◉◉4階東病棟4階東病棟
　４階東病棟は、内科、血液内科、小児科の56床の混
合病棟です。
　今年は、30歳代のベテランナースが多い中で４月、
５月で新人看護師を３名迎え、病棟の雰囲気もフレッ
シュになりました。新人看護師たちは、現在も月に１、2
回のペースで集合研修を受けながら一人前のナースに
なるべく、日々奮闘しています。
　入院患者様は内科が多く、高齢の方が多いので、治
療は終了したけれど、入院前と同じ生活が難しくなってしまうケースもよくあります。その場合は
医療ソーシャルワーカーと相談し、退院調整を行っていくのですが、なるべく入院前の生活レ
ベルまで回復できるように、受け持ち看護師が中心となり、入院前の日常生活状況を早期に見
据えながら、リハビリとも連携を取り、日常生活動作の回復、維持に努めています。
　４東病棟は「明るく、優しく、温かい」病棟づくりを目指しています。患者様、家族様の要望に
答えられるよう今後も努力していきたいと思います。 　　　　　　　　

◉◉3階東病棟3階東病棟
　３階東病棟は外科と眼科の混合病棟です。患者様
が安心して円滑に手術を受けることが出来るよう援助
し、術後は感染予防や疼痛に配慮し、早期離床を図り
ます。
　急性期病棟であるため、さまざまな疾患を持った患
者様が入院してこられます。病棟スタッフは、どのよう
な状態の患者様が入院されても、いつでも的確な対応
が出来るよう日々知識や技術の習得、スキルアップに
努めています。患者様が不安なく退院できるよう情報提供を行い安心して在宅療養、または社
会復帰できるよう支援します。
　また、ご高齢の患者様はいったん病気になると、ADLの低下や認知機能の低下やさまざまな
医療処置が必要になる場合があります。入院時から退院後の療養生活を見据え、医療ソーシャ
ルワーカーと連携をとりながら患者様やご家族様が安心して退院できるよう支援します。
　3階東病棟のスタッフは、患者様や家族の希望に沿ったケアが出来るようしっかりと情報収集
を行い、希望に沿った丁寧なケアを提供できるよう心がけています。患者様が満足できる環境
やケアを常に行えるよう努力していきたいと思っています。

◉◉3階西病棟3階西病棟
　３階西病棟は、産婦人科・整形外科の混合病棟です。
　産婦人科は約８割を周産期患者様、約２割を癌・腫
瘍の患者様が占めています。分娩件数は年間70～90
件あります。また、骨盤位分娩・Ｖバックといった難し
い分娩も小児科医師と連携をとりながら行っていま
す。また、助産師は主に病棟で勤務しながら、外来の
助産師と連携をとりながら、褥婦さんのフォローを
行ったり、母親学級を開催しています。
　整形外科は、毎週水・木曜日に手術を行なっています。主に骨折の患者様の入院が多く手術の
翌日にはリハビリを開始し早期から離床へのアプローチを行い日常生活自立に向けて理学療法
士・作業療法士とも連携をとりながらリハビリを行っています。
　ベビーの笑顔と高齢者の方の笑い声、そしてスタッフの元気な声でにぎやかな毎日を送ってい
ます。高齢化が進む中、患者様が安心して入院生活を送れるよう、助産師・看護師と協力しなが
ら患者様のニーズに即したきめ細やかな看護を提供できるよう努力しております。

◉◉
安全・安心の看護・介護ケアの実践を
めざしています。
　4階西病棟は、一般病棟での急性期治療が終了し
た方で、ある程度病状は安定しているが、酸素吸入、
中心静脈栄養、頻回の痰吸引、褥瘡処置、悪性疾患
の疼痛コントロール、等の継続的医療が必要な方や、
神経難病、慢性腎不全（人工透析）、等の慢性疾患で
長期療養が必要な要介護者に医療・看護・日常生活
の援助を行う病棟です。また、必要に応じてリハビリテーションを実施し、地域医療連携室を通
じて居宅関係者とも連携、患者様やご家族（介護者）の負担を軽減し、安心して社会復帰して頂
けるように努めています。
　超高齢化社会を迎え入院期間も長期化していますが、「その人らしい療養生活」が送れるよ
うな援助に努め、「安全・安心の看護・介護ケアの実践」をめざしています。
　病棟のシンボルは「ひまわり」、「ひまわりのように明るく・元気に！！」をモットーに、病院
主催の「健康祭」では例年「ひまわり茶屋」を開店しています。

4階西病棟4階西病棟
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☆食べやすくする調理のポイント☆
　●煮込む、蒸す、すりつぶすなどの調理方法で軟らかくする。
　　圧力鍋を上手に使ってみましょう。
　●一口大の食べやすい大きさに切る。
　●噛み切りにくい肉はたたく、筋を切る、皮の部分や脂身は取り除くか切り目を入れる。
　●ミンチ肉を利用する。
　●野菜は隠し包丁を入れる、皮をむく、切り目を入れる。
　●パサパサして食べにくい食べ物は適度な水分を含ませる。
　●片栗粉やコーンスターチ、ゼラチン、とろみ調整食品※などを利用する。
　●マヨネーズやドレッシングなどの油脂類、卵や小麦粉、長芋などのつなぎを混ぜてまとまりをよくする。

※薬局の介護食コーナーで購入できます。

☆口腔内をよい状態に保つことも大切☆
　「歯がなくて、思うように食べられない」、「入れ歯があわない」などの口腔トラブルを抱えていると十分に
食事がとれなくなり、「低栄養」の原因になります。また、口腔内が不衛生であると食欲の低下や肺炎の原因
になることがあります。
　歯みがきの習慣、入れ歯の点検など、口の中のメンテナンスは定期的に行うことも、口からおいしく食事
を食べるうえでとても大切なことです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　栄養科

 訪問看護とは・・・？
　看護師や理学療法士が、病気や障害を持った人が住み慣れた地域やご家庭で、その人らしく療養生活を
送れるように、看護ケアを提供し、自立への援助を促し、療養生活を支援するサービスです。

 訪問介護とは・・・？
　介護福祉士や訪問介護員（ホームヘルパー）が利用者様の居宅を訪問して、入浴、排せつ、食事などの
身体介護や調理、洗濯、掃除などの家事、生活などに関する相談・助言を行うサービスです。

　　　●看護師　６名　　　　　　　　　　　●介護福祉士　３名　　　●訪問介護員　２名　
　　　●訪問介護員（登録ヘルパー）　５名　　●理学療法士　３名　　　●言語聴覚士　１名
　　　●事務員　２名

〈当院での工夫例〉〈当院での工夫例〉

訪問看護・介護ステーション
きらめきのご案内

訪問看護・介護ステーション
きらめきのご案内

 職員構成 職員構成

　私たちが目指す訪問看護ステーションと
は、訪問看護師の誰もが、訪問看護という医
療サービス提供者としての“プロ意識”と“熱
意”を持って患者さんと接することを意識し、
“安心”と“癒し”を感じてもらえるよう「心の
こもったケア」と「確かな知識や技術」を提供
したいと思っています。

　私たち“訪問介護ステーションきらめき”
は、ひとつひとつのサービスを丁寧におこな
い、利用者様本位のサービスを提供すること
を目標にしています。

看護 介護

その人らしい生活を送る
ことができるように、サポート
させていただきます。

来てもらってよかった
と思っていただけるような、
在宅看護師を目指します。

最近、食べることが億劫になっていませんか？
調理にちょっとした工夫をプラスして、食事をおいしく食べましょう。
最近、食べることが億劫になっていませんか？
調理にちょっとした工夫をプラスして、食事をおいしく食べましょう。

きゅうりの酢味噌和え きゅうりの煮物

小松菜とえのきの和え物 小松菜とツナの煮浸し

かぼちゃの煮物

きゅうりは皮を少し
むいて炊くとやわら
かくなります。

青菜の葉先は炊くと
やわらかくなります。
えのきはかたいので
小さく切ると良いで
しょう。

かぼちゃの皮はかた
いので、むいて炊く
とやわらかくなり
ます。

●お問い合わせ
  高砂訪問看護・介護ステーション「きらめき」
 　　　　TEL:（079）-447-2455
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こもったケア」と「確かな知識や技術」を提供
したいと思っています。
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10月は「乳がん月間」です。10月は「乳がん月間」です。
ピンクリボンフェスティバルは、乳がんの早期発見・早期診断・早期治療の

大切さを伝えることをビジョンとするキャンペーンです。
　ピンクリボンとは、乳がん啓発活動を表す世界共通のシンボルです。「乳がんで悲しむ人を一人でも減らし
たい」との想いから1980年代にアメリカで発祥し、2000年ごろから日本でも盛んになってきました。乳が
ん検診の早期受診を呼びかけるために、行政、市民団体、企業などが独自のピンクリボンマークを掲げ、
様々な活動を行っています。ピンクリボンフェスティバルもそのひとつです。
　表紙でご紹介しましたライトアップイベントや、市民公開講座、乳がん検診、スタンプラリー＆ウォーク、
コンサート、デザインコンペまでさまざまな活動が各地で行われています。詳しくは下記のホームページを
ごらんください。

　◎京都の専門医、ＮＰＯ、官庁、企業、学生が一体となって行うピンクリボン京都
　　（http://pinkribbon-kyoto.jp/pinkribbon_kyoto2014/）
　◎１０月１１日土曜日に、熊野古道を歩く熊野リ・ボーンウォーキング、熊野本宮大社大鳥居のピンク

ライトアップ、大斎原でコンサートなど予定されていますピンクリボン紀南
　　（http://www.geocities.jp/pinkribbonkinan/）
　◎ピンクリボンフェスティバル公式サイト　（http://www.pinkribbonfestival.jp/）　

　高砂市の乳がん健診は視触診とマンモグラフィ検査によって行われています。
　視触診とは、医師が目で乳房を観察してくぼみがないか、手で触れてしこりがないか、
リンパ節が腫れていないか、乳頭から分泌物がないかなどを観察します。触診で発見でき
るものは、ある程度の大きさになったしこりです。しこりがすべて乳がんというわけでは
ありませんが、視触診だけに頼っていると、しこりが乳がんであった場合、ある程度の大
きさにならないと発見できない可能性があります。
　そこで、マンモグラフィ検査を行います。乳房をプラスチックの板ではさんで平たく
し、乳房専用のＸ線装置で乳房全体を撮影します。医師の触診や自己チェックでは発見で
きないしこりや、石灰化のある小さな乳がんの発見に適しています。また、視触診との併用でより精度の高い検査
が可能となります。
　当院では、視触診は行っておりませんので、視触診を行う医療機関からの紹介で、月曜日・木曜日・金曜日に女
性技師がマンモグラフィ撮影を行っています。午後からの撮影となりますが、視触診を行う医療機関でお申し出
いただければ、日時のご相談はさせていただきます。
　マンモグラフィ検査は優れた検査方法ですが、若くて乳腺が発達している場合、乳がんを判別しにくい場合が
あります。また、わずかではありますが、放射線被曝というデメリットがあります。しかしながら、乳房だけの部分
的なもので、1回の画像の撮影で受ける放射線の量は、東京からニューヨークへ飛行機で行くときに浴びる自然
放射線（宇宙線）とほぼ同じ量とされています。撮影によって早期乳がんが発見できることのメリットの方がはる
かに大きいのです。
　現在、日本の乳がん受診率は20.3％（平成19年「国民生活基礎調査」より）と低く、乳がんは、無症状のうちに検
診受診で早期に発見される可能性が高く、その段階で適切な治療をすれば、良好な経過が期待できます。ぜひ市民
検診等を賢く利用して、健康管理にお役立ていただければと思います。

乳がん健診のご案内乳がん健診のご案内

※漢字パズルの答え：秋刀魚、栗 

お子様からお年寄りまで！ 年齢・性別問いません！ お題は自由！ 投稿お待ちしております。
詳しくは、地域医療連携室（担当：佐々木）までお問い合わせください。

電話番号は　０７９－４５８－３３８８（直通）

川柳コーナー川柳コーナー

漢字パズル漢字パズル

お待たせ
しました

！
お待たせ

しました
！

漢字をバラバラにしました。大きさもさまざまですよ。惑わされないようにしてね♡

ヒント：３文字の秋の魚
 
※答えは、ページの下です。

ヒント：１文字の秋の果物

下のパーツを組み合わせると

漢字になるよ！

わかるかな？

下のパーツを組み合わせると

漢字になるよ！

わかるかな？

問診に　なると元気な　おじいさん

忘れ物　ボケたかと笑い　ふと安心 －どこかのおじさん－

さりげない　汚物の世話に　感謝する

麻酔覚め　不安と安堵　いりまじり －寺﨑  葉子－

●お問い合わせ　 医事課健診担当　  TEL:（079）-447-0100（代表）
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秋号
高砂西部病院NOW

●高砂西部病院 各病棟のご紹介
●訪問看護・介護きらめきのご案内
●食べやすくする調理のポイント
●ピンクリボン運動　乳がん検診のすすめ
●漢字パズル・川柳・短歌
●医療講演案内

ホームページアドレス　http://www.takasagoseibu.jp

『気になる腰と膝の痛み』　講師：谷口理学療法士
姫路市立谷内公民館
姫路市飾東町八重畑1032－2

会 場10月24日（金）14:00～15:00

ＪＲ曽根駅（神戸線）からは南へ徒歩約７分
高砂市コミュニティバス利用時は、中筋口停留所前下車

姫路（加古川）バイパスの高砂西ランプを降りてすぐ
※神戸方面からの場合は、高砂北ランプ交差点を降り、
　国道２号線の豆崎東交差点を左折です。
　国道250号線もしくは国道2号線をご利用ください。　

〒676－0812　兵庫県高砂市中筋1丁目10番41号
TEL（079）－447－0100（代表）
　　（079）－458－3388（地域医療連携室）
FAX（079）－447－0311（地域医療連携室）
　●介護・在宅関連
　高砂西部病院居宅介護支援事業所
　TEL（079）－447－0100（代表）
　高砂西部病院通所リハビリセンター
　TEL（079）－447－0100（代表）
　高砂訪問看護・介護ステーション 『きらめき』 
　TEL（079）－447－2455

交通手段

アクセス

医療法人沖縄徳洲会　高砂西部病院

医療講演スケジュール医療講演スケジュール（平成26年）

『寝たきりにならないために～認知症予防～』
　　　　　　　　　　　　　　講師：能美看護師

加古川市立野口公民館
加古川市野口町長砂49－5テーマ

日 時 会 場10月7日（火）9:30～11:00

『バランスのとれた食事で元気にすごしましょう』
　　　　　　　　　　　　講師：山田管理栄養士

夕陽ヶ丘第二自治会公民館
姫路市飾東町夕陽ケ丘34テーマ

日 時 会 場10月15日（水）14:00～15:00

『からだの痛みと予防体操』
　　　　講師：山口理学療法士・川西理学療法士

姫路市立別所公民館
姫路市別所町別所1717－4テーマ

日 時 会 場10月17日（金）13:30～14:30

テーマ
日 時

今年で5年目…世界遺
産熊野本宮大社の大
鳥居が桜色に染まりま
す。10月11日（土）午後
5時半～9時までピン
クリボンライトアップ
が行われます。

医療講演のご案内医療講演のご案内
　当院では、地域のみなさまのお役に立てるよう、健康や病気 ・ 治療 ・ 薬 ・ 栄養 ・ 介護 ・ 保険制度などさまざまなテーマ
で 『医療講演』 を開催しています。講師を務めるのは、医師をはじめ、看護師 ・ 薬剤師 ・ 管理栄養士 ・ 診療放射線技師 ・ 
臨床検査技師 ・ 理学療法士 ・ ケアマネージャーら経験豊かな当院のスタッフが行います。いずれも参加費は無料、事前の
お申し込みも必要ありません。講演予定は当院ホームページでご紹介しております。
　ホームページアドレス（ http://www.takasagoseibu.jp ）
　『医療講演』は当院内だけでなく、企業・自治会・老人会などのご依頼を受け、院外の施設で行っております。少人数で
もかまいません。ご相談承ります。講演の依頼や講演予定など、お電話で気軽にお問い合わせください。

　問い合わせ先　地域医療連携室 　受付時間  8時30分～17時00分（日曜・祝日を除く）　連　絡  079－458－3388（直通）

10月は
「乳がん月間」です

10月は
「乳がん月間」です

ピンクリボン運動や
乳がん検診について
ご紹介…6P

訪問看護訪問看護
介護ステーション
きらめきのご案内

…4P


