
124号 2013年-秋号2013年-秋号124号

発行日　平成25年10月31日

　当院では、日頃より地域の皆さまへ常に最新の医療

の提供を行うことを心がけています。今回その一環

として、GE社製1.5テスラーMR Iを導入すること

になりました。最新のフルデジタルM R I は、より

微細な病変の画像化を可能にし、さらに検査における

患者様のさまざまな負担軽減にも寄与する装置です。

2014年1月から稼働

◆頭部

MRIは各種検査に有効です！

◆脊椎 ◆関節 ◆腹部・骨盤

・椎間板ヘルニア

・神経腫瘍

　　　　　　など

・骨肉腫

・軟部腫瘍

・腱や靭帯の損傷 

　　　　　　など

・骨盤内疾患
　特に婦人科系疾患 など

MRI最新       導入最新       導入MRI最新       導入MRI

- 当院のＭＲＩで見られる画像 -

2014年1月
稼働予定

MRIは被ばくがなく、

造影剤を使う事なく

血管などを描出する

事ができます。

子宮筋腫、腺筋症、
卵巣のう腫  など

・脳梗塞

・脳出血

・脳腫瘍 

　　など



介護プランのスペシャリスト

　介護について、まったく分からない。そんな方も多くいると思います。そこで頼りになるのが、ケア

マネジャー。“介護計画作成者”といわれる仕事に迫ります。

　ご自宅で介護保険のサービスを利用するのに必

要なのが「ケアプラン」。心身の状態や、ご本人・

ご家族の要望を踏まえたサービスの利用計画書で、

サービスの種類や利用回数、介護の方針などを盛

り込みます。

　このケアプランを作るのが、ケアマネジャー。

自己作成も可能ですが、ケアマネジャーに依頼する

のが一般的です。

※要介護１～５の場合、居宅介護

支援事業所のケアマネジャーに作

成を依頼します。要支援１・２

であれば、最寄りの地域包括支援

センターに依頼することもできます。

　ケアプランを立てるために必要なことは、しっ

かりとしたヒアリング。どんな風に自宅で過ごし

たいか、どんな風にご家族がかかわりたいかなど、

利用される方やご家族の方から要望を聞いて、そ

れに沿った介護計画を作ってくれます。

ケアマネジャーの役割

介護プランのスペシャリスト介護プランのスペシャリスト

ケアマネジャーの仕事ケアマネジャーの仕事ケアマネジャーの仕事

介護保険サービスを利用するには

利用者様またはご家族ケアマネジャー

自宅で受けられる

             介護保険サービス

　その後、サービスの手配や、調整までをし、快適

な生活が過ごせるように支援をしてくれます。

　また、1 ヵ月に 1 回、ケアマネジャーがご自宅

に訪問もするので、状況応じて介護サービス変更

の提案もあります。

介護サービスについて
分からないことだらけで…

しっかりとヒアリングを

した後、ケアプランの作

成や介護サービスの手配、

調整をし、利用者様やご

家族様が快適な生活を過

ごせるよう、支援いたし

ます。

介護生活で困っている

ことや、望んでいる生

活、家族との関係性な

ど、ケアマネジャーに

お伝えください。

・車椅子や歩行器などの利用
・デイサービス
・リハビリテーション
・ショートステイ
・手すりの取り付け
・家事のお手伝い
・入浴介護
　 など

自宅で受けられる

             介護保険サービス

まずはしっかりお話を
聞かせてくださいね。

ケアプラン



　利用者さんのご家庭へ、

月１回は必ず訪問し、しっ

かりとコミュニケーション

をとり、要望を聞きます。

良き “ 介護パートナー ” の条件とは

　略して“ケアマネ”さんたちが、どんな日常を送って

いるのか、仕事現場にズームイン！

□電話や訪問時の対応が丁寧かどうか

□本人や家族の話をきちんと聞いてくれるか

□質問に対して丁寧に答えてくれるか

□本人や家族の要望を踏まえた上で、

　具体的な提案をしてくれるか

　ケアマネジャーとしっかりとした信頼関係を築けるかが、

「ケアプラン」作成の要となります。親身になって相談に乗って

くれるケアマネジャーに出会えなかったら、変更も可能です。

□相談や要望に丁寧に対応してくれるか

□毎月の訪問時に状況を確認してくれるか

□状態の変化に応じたアドバイスがあるか

□サービス事業所の変更や日時の変更に、

　迅速に対応をしてくれるか

□サービス事業所への苦情を伝えた際に

　きちんと対応してくれるか

　ミーティングでは、勉強

会の伝達や、利用者様の

ケースの共有など、チーム

内でしっかりと情報共

有をします。

ケアマネジャーを

選ぶ場合（契約前）のポイント
ケアマネジャーを

選んだ後（契約後）のポイント

　病院で介護保険の説明。

午前中は「角田病院」内

にて、介護に関するご相

談受付をしています。気軽

に声をかけてくださいね。

取材協力

居宅介護支援　たまむら

玉村町で、居宅支援を始めて 13 年。

地域に根ざした介護サービスをモットーに、

多くの皆様にご利用いただいております。

経験豊富な 6名のケアマネジャーを配し、

迅速に皆様のご要望にお応えしてまいります。

☎0270-50-1577 担当 : 坂木
月曜～土曜 （年末年始を除く）
8:30 ～ 17:30

相談窓口

　ケアプランの作成や、経

過記録作成、サービス利用

事業者への連絡などデスク

ワークも重要です。

ご相談受付中！
月に１回ご自宅訪問
月に１回ご自宅訪問

ご相談受付中！

デスクワーク中
デスクワーク中

週１回のミーティング
週１回のミーティング

密着！ケアマネジャー



　食欲の秋がやってきました！おいしい

ものもたくさん出回り、ついつい食べ過

ぎてしまいがちですが、そんな時は食物

繊維たっぷりの旬の食材を使って体内を

リセットしましょう。さつま芋は食物繊維、

人参はビタミンＡが豊富で体の調子を整

えるのにはうってつけです。

　　　　　　　　　  栄養課　大嶋 香織

健康に関するお役立ち情報を医療スタッフからご紹介します。

　薬を飲む時間は、「食前」「食間」「食後」など、さまざまです。では、それぞれがどんなタイミングか、

当院の薬局職員に話をきいてみました。

食物繊維とビタミンで体内リセット

薬の基礎知識 

薬を飲むタイミング薬を飲むタイミング薬を飲むタイミング
飲み方で、効果も変わる !?飲み方で、効果も変わる !?飲み方で、効果も変わる !?

●食直前　　食事前の約5～10分前 

一部の糖尿病薬の中には食事前に
飲むものがあります。

（食事からの糖の吸収を抑える効果があるもの）

●食前 　　食事前の約30分前

食前は胃が空っぽの状態です。次のような薬は食前
に飲むと効果を発揮します。

●食間 　　食事後の約２時間以内 

「食事」と「食事」の間のことで、食事の最中ではあ
 りません。食事の内容物によって、薬の吸収や成分が
 影響されないようにするためです。次のような薬は、
 食間に飲むと効果を発揮します。

●食後  　　食事後約30分以内

空腹時に薬を飲むと胃に影響があるため「食後」と
指示を出していることもありますが、実は食後に飲
む習慣をつけて、飲み忘れを防ぐためという理由も
あります。次のような薬は、食後に飲むと効果を発
揮します。

●寝る前 　　就寝30分くらい前 

次のような薬は、寝る前に飲むと効果を発揮します。

定期的に飲むのではなく、病気の
症状に応じて、その都度飲む薬です。
病気や体質によって違いますので、
窓口で確認をしてください。

頓服

◆直接胃粘膜に接して効果を出す薬
◆食事の前に胃の働きをよくし、食欲を増す薬
◆食べ物と一緒でないほうが、吸収や効果がよい薬
 （食前のほうが胃酸が薄まっていないので、胃の中が酸性の
 　状態になります。そのほうが、効果が上がる薬があります）

◆直接胃粘膜に接して効果を出す薬
◆食べ物と一緒でないほうが、吸収や効果がよい薬
（漢方薬は、空腹時のほうが吸収がよいとされ、すべて
「食前・食間」の服用とされています）

◆胃の消化を助け、胃もたれなどを防ぐ薬
◆食べ物と一緒のほうが、吸収や効果がよい薬
◆胃に障害を起こしやすい薬（食べたものが胃粘膜への

　刺激をやわらげてくれるため、食後の服用が適しています）

◆寝ている間に効果をあらわす薬
◆睡眠の改善を行う薬
※翌朝お通じがあるように、寝る前に服用する便秘薬
　などもあります。

　薬の種類や薬の飲み方は、ほとんどが薬の入っている袋

「薬袋( やくたい )」に記載されていて、その通りに飲むこと

が重要です。決められた用法・用量、使い方を守ることが、良い

治療に繋がるのです。
薬局スタッフ

さつま芋と人参のきんぴら



【作り方】【材料】2 人前

　フリーシアと桂、この２本の樹木が、「ホスピタルガーデン」

のシンボルツリーです。大きな木陰ができて患者様や利用者様の

憩いの場となるようにと、当院理事長の願いが込められています。

　完成時には、１００種類以上の樹木がお出迎えをするガーデン。

樹木の名前と特徴が分かるようサークルメンバーが設置したネー

ムプレートもぜひご覧ください。

さつま芋　200ｇ
人参　35ｇ
サラダ油　大さじ1/2
ごま油　小さじ1
水　50ml
濃口しょうゆ　大さじ１
さとう　大さじ１
酒　大さじ1
白ごま　少々

１、さつま芋と人参は細切りにしておく。
２、鍋にさつま芋・人参・サラダ油を入れ、全体に油がまわるまで
　　炒める。
３、水を入れて1分ほど蒸す。
４、火が通ったら、砂糖、酒、しょうゆで味を付け、水分がなくな
　　るまで炒める。
５、仕上げにごま油を入れ、全体にからめる。
６、盛り付けてお好みで白ごまを振る。

ガーデンを見守るシンボルツリー

　秋のガーデニングは、楽しみがいっぱい！今回は、樹木のネームプレート設置や、秋の花でブーケ

作りを楽しみました。

　秋のガーデニングは、楽しみがいっぱい！今回は、樹木のネームプレート設置や、秋の花でブーケ

作りを楽しみました。

　秋の花が咲き始めたガーデン。メンバーたちが思い思いの

ブーケを作り、院内に秋の風を届けました。

こんな感じでネームプレート

を設置しました★

サークルメンバーで集合写真

実はブトウもあるガーデン。果樹も揃うので収穫も楽しみのひとつ

カエルさんも

日陰でひと休み中！？

シンボルツリーの

フリーシア。目の覚

めるような葉の色が、

秋の空にマッチして

います

ホスピタルガーデンの秋花でブーケ作り♪

185

“庭いじり”が好きなメンバー。
 手入れもがんばってやって
  います！

ペンタスを中心に作った
ブーケ。なかなか良い出来♪

出来たブーケは院内に飾り
ました♪これからも積極的に
ブーケ作りに挑戦します！

グリーン　ガーデン
サークル
グリーン　ガーデン
サークル
グリーン　ガーデン
サークル - 素敵な庭が出来るまで -

「院内に素敵な庭を造ろう」プロジェクトチームの活動報告です。



＊秋祭りに参加！　

　ハロウィンパーティ＊

　街がハロウィン色に染まる頃、『特養タマビ
レッジ』の音楽会と、『老健たまむら』の運動
会に子供たちが参加してきました。
　最初はキティちゃんのお面をつけて、「肩た
たきの歌」や「大きな栗の木の下で」をお歌
やお遊戯で披露。それから衣装を変えて、ハ
ロウィンスタイルで登場。驚きの演出に、入
居されている方や利用者の方がとても楽しそ
うに見ていました。

おおきな栗の～木の下で♪

ハッピーハロウィン★

　また、別の日には、託児の子供たちで、ハロ
ウィンパーティを開催。みんなで衣装に着替
えて、院内を行進したり、探検したりこの時
ばかりは元気いっぱい。託児室では、カボチャ
の小物入れを使ったハロウィンらしい遊びを
し、秋を満喫しました。
　さて、この冬は、どんな冬遊びにチャレン
ジしようか、職員一同、今からワクワクして
います。　　　   　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　託児職員一同　　　　

ちいさな仮装パーティー♪

　この秋導入した「アイビス」は、利用される方が力を入れた時に FESと

いう特殊な電流が、体の動きをアシストしてくれます。ほんの小さな力で

もアシストが入るので、脳卒中後の麻痺のリハビリ治療に効果的です。また、

何回も繰り返すことで、動く範囲が広がり、軽くなることが期待されます。

　この機器の良い所は、子機がついていることです。親機で設定した電気

のデータを子機に送信すると、自宅でも外でも病室でも、病院で行う電気

治療が実現できます。自宅でのリハビリは気が向かないなんて方も、アイ

ビスを使えば自主練習も簡単にできます。興味のある方は、お気軽にどうぞ。

ＩＶＥＳ 【アイビス】導入！　

自宅でのトレーニングもＯＫ！手の麻痺に効果を発揮する最新機器を導入！！



2013 年 7 月～ 10 月

2

消火器を持って
3位、4位に入賞！

第16回伊勢崎佐波
防火協会消防競技会

　秋晴れの中、消防競技に 6 名の職員が参加しま

した。個人の部で男性が 4 位、女性が 3 位に入賞

を果たすことができました！男女分かれてのチー

ム戦では、他部署の職員がそれぞれ協力して健闘。

普段なかなか話すことのない職員同士の貴重な

コミュニケーションの場にもなりました。

チーム角田！集合 !!そいやっ！さぁ！！

「フォトマスター」 の資格をもつ山口さん 白熱の玉入れ !!

8/24 当院恒例の夏まつり　盛大に開催！

　当法人にて、毎年恒例の「樹心祭」が、今年も

開催されました。天気にも恵まれ、ステージでは

フラダンスやにしきの太鼓といったイベントが盛

大に行われ、一般参加者様は約700名と、例年に

増す盛り上がりを見せました。今年で18回目を

迎えた樹心祭、地域の皆様、利用者様、患者様、

ご家族様、スタッフ…参加した方全員の協力で、

大成功に終わりました。今後も、法人全体で力を

合わせ、盛り上げていきたいと思います。

第１８回　樹心祭

　玉村町「ふるさと祭」のお御輿に参加してきました。

天気もよく、絶好のお祭り日和。沿道からはたくさん

の声援と、冷たい水！今年はコンテストは行われませ

んでした。しかし最後の５分間、御輿同士の揉み合い

で男の戦いが繰り広げられ、夏の暑さにに負けない程、

熱い祭でした。

7/27
神輿と闘志が
ぶつかり合う！

ふるさと祭

　当院コージギャラリーにて、山口巧さん（玉村町

文化協会写真部所属）の写真展を開催しました。作

品は、日本の美しい景色たち。「景色は天候で変わる

ので、山などは何度も足を運んで、やっとシャッター

が押せた作品なんです」と、山口さん。想いが込め

られた作品は、見る人たちの足をも止めていました。

10/4
心に焼き付く
フィルム

山口巧　写真展2013

　老健たまむらにて、毎年恒例の大運動会が開催さ

れました。各チームに分かれ、玉入れや、明日天気

になぁれゲーム等、白熱した試合が行われました。

　たくさんの声援のなか、元気いっぱいに玉をなげ

たり、風船リレーをしている皆さんの姿を見て、私

達スタッフも元気を貰いました。

10/17

10/3

運動の秋！
白熱バトル！

老健たまむら大運動会

11 … 樹心会学会
防火避難訓練

12 … クリスマス会
しめなわ作り・そば打ち
忘年会

1 … 餅つき大会これから
の

行事予定

大勢の方に
ご参加頂き

ました！
美味！やき

そば！



◆新しい医師のご紹介

我が町 たまむら 探訪記
知っているようで知らない地元 玉村をナビゲート！

町で発見!木彫り達人

　木彫りを始めたきっかは？

　妻と一緒に登山をするのが趣味で、その時にみやげ屋で見つけた大き

　な木彫りの靴を見て、自分でも作れるんじゃないか…とチャレンジし

　たのがきっかけでした。はじめは簡単な木の靴から、だんだん作品の

　幅を広げていき、７～８年間色々な作品を作り続けています。

　一番印象に残っている作品はありますか？

　ブルドックですね。愛嬌ある表情に仕上がり、

　とても満足しています。でも、どの作品も

　完成した頃には愛着が沸いちゃうんですよね。

作品に囲まれて、終始笑顔な阿佐美さん

から私も元気を貰いました。これからも

ぜひ木彫り作品を作り続けてください！

第３幕

“玉村愛”が強い「ツノちゃん」が、私たちの地域をご紹介します！
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調べて参ります！

特派員
角田病院の
ツノちゃん

▲ガレージの作業場。なんと手づくり！

▲作品のイメージはまず手書きで。

▲この角材が阿佐美さんの魔法で作品に！

　たくさんの靴や動物…実はこれら全て木彫り作品なのです。

　作者は玉村町在住の阿佐美さん。民生委員を務める傍ら、趣味

として木彫りの制作をしておられます。今や作品は100点以上！

今回はそんな木彫り愛好者の方にインタビューをしてきました。

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ

　いかがでしたか？また機会があれば、調査をしにツノちゃんが出かけます！

診 療 科 診 療 時 間 月 火 水 木 土

午　前

午　後 山岸（17:00まで） 理  事  長 ①　　常　川

角田（千） （17：00まで） ②　　岡　村
（1７:00～1８:０0） 南　　波 ③④⑤石　山

午　前

午　後

診　　療　　科 整形外科 皮 膚 科 － － 神経内科

午　前

診　　療　　科 － － 神経内科 － 内分泌・糖尿病

午　後 石　黒 ①　　常　川
（14:00～14:30） ②　　岡　村
（17:00～18:00） ③④⑤石　山

皮 膚 科

山　田

（14:00～17:00）

※診察は原則予約制になっております。当日予約は受け付けていません。直接診療時間にご来院ください。

－
14：00～18：00

－

金

南　波

内　山

角田（祥）

－

整形外科

※診療担当表の中の数字○は、①第１週②第２週③第３週④第４週⑤第５週を表します。

－

専門外来

②石　黒

①③⑤角田(祥)
②④及川

－
1４：00～18：00

内　山
9：00～12：00

理  事  長 内　山
14：00～18：00

9：00～12：00

長  谷  川 － － －

内 　科

南　波
角田（千）
①③⑤高間

南　波 角田（千）

9：00～12：00
加 家 壁

外　科

角田（祥） － 角田（祥） －

越 村　上 － －

お気に入りの
ブルドッグ

山岸 美保 
内科(循環器内科)

外来診療
案内

木彫りの作者 阿佐美さん

患者様お１人お１人に丁寧
にご説明します。よろしく
お願い申し上げます。


