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第９７号 平成2５年１２月1日発行

理 念
安心して暮らせる地域造りを目的とし、益田地域のニーズにあった保健・医療・福祉の提供を行います。

基本方針
1.公正で安全な医療を提供し人材育成と研修の場を提供します。
2.患者さま・ご家族さまの人権と意志を尊重した、納得と同意に基づいた医療を提供します。
3.かかりつけ医の支援病院としてきめこまかな病診連携を行います。
4.在宅を目指した保健予防・リハビリテーション・緩和ケアの充実を図ります。
5.公益社団法人として益田地域全体にわたる保健・医療・福祉のセーフティネットを構築し、公益の増進
に寄与します。

第９７号

◆第50回TQM発表記念大会
◆接遇美人ｺﾝﾃｽﾄ結果発表
◆護身術講習会
◆防災訓練
◆健康食レシピ

第５０回ＴＱＭ発表記念大会開催

１１月３０日、ホテル・サンパレス益田にて益田医療センター第５０回

ＴＱＭ発表記念大会を開催しました。

当院では開設まもない昭和６３年より全職員が患者様・利用者様の視点

に立ち、「より良い病院づくり」を目指して改善活動に取り組んでいます。

改善活動の成果発表の場として設けている半年に一度開催される発表大会

も今回で５０回（２５年）の節目を迎え、これまでの軌跡を振り返り、導

入当初の苦労やこれまで継続してきた熱い想いを今の職員が共有し、更な

る活動の発展に繋げてゆくことをテーマに記念大会として企画しました。

今大会には、益田市の山本浩章市長をはじめ、招待発表を頂いた三朝温泉

病院（鳥取県）リハビリテーション科の岩’z（ガンズ）サークルの皆さん、

その他にも県内外の病院・企業より６０名を超える方々の出席を頂き大会

を盛り上げていただきました。

改善事例の発表では、病院の年度方針である「コミュニケーション能力

の向上」に沿って、看護職員の夜勤交代制勤務の負担軽減や、５月にスター

トした婦人科での検査効率の向上、人間ドックでの栄養相談の充実など、

各々の職場で感じている問題点や課題を取り上げ半年間活動した成果報告

１５題が発表されました。

特別企画として行われた座談では、波田宗紀 前事務長、三浦美喜夫 前

ＴＱＭ推進事務局長、竹内節子 元看護部長（現 石見高等看護学院副学院

長）を迎え、狩野院長を座長に導入当時の苦労話や改善活動の意義、将来

を担う職員への期待の言葉などが語られ、人材育成の大切さ、継続するこ

との重要性を実感することができました。

また大阪電気通信大学教授の猪原正守先生による特別講演では「ＴＱＭ

活動とＱＣサークル活動のコラボレーション」と題し、品質管理の基本と

なる良い結果を生むためのプロセスごとの品質保証の考え方や、改善活動

を支える組織のあり方などについて話されました。壇上から下り聴衆を交

えての講演会に、皆、ドキドキの時間を過ごしました。

笑いあり涙ありの展開であっという間に全プログラムを終え、大会実行

委員長である療養病棟 原田周二主任の挨拶で幕を閉じました。
特別公演の様子

座談会の様子

三朝温泉病院岩’zサークル
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接遇改善推進委員会は、医療人としてのモラル高揚と医療サービス向上のために接遇改善を強力に推進し、

その成果を最大限にあげることを目的に設立された委員会です。委員会では全職員に接遇意識を高めてもらう

ため、今年度は「笑顔があふれる職場づくり」を目標に掲げ実践しています。この度全職員を対象に接遇に優

れた他の職員の模範となる職員を接遇美人として選出しましたのでその結果をご報告します。

第１位は同票でお三方が選ばれました。

まずお一人目・・・４階病棟看護助手 斎藤愛子さん！！「いつも笑顔で挨拶をし

て下さり、とてもうれしく思います」といった声がきかれました。本人コメント

「業務では看護師のサポート的立場にあって、患者様の身の回りのお手伝いなど接

する機会が多くあるので、様子を見ながら、声かけをしたり、患者様やご家族様に

気軽に声をかけて頂けるよう笑顔で接することを心がけています。」

続いてお二人目・・・療養病棟２階 峯尾まゆみさん！「声がはきはきとしていて

笑顔を伴った素敵な挨拶ができる方」などの回答がありました。本人コメント「と

てもびっくりしています。お手本となる素敵な上司や仲間がまわりにいてくれるか

らだと思います。特に心がけていることはありませんが、目の前にいる方が鏡だと

いつも思いながら接しています。」

最後に三人目は・・・くにさき苑事務 大賀さつきさん！「やさしい声で聴き易く

電話対応がよいです」などの回答がありました。本人コメント「ありがとうござい

ます。とても嬉しい気持ちと「私が選ばれて良いのでしょうか」という正直複雑な

気持ちです。くにさき苑という老健施設の窓口業務をさせていただいていて、くに

さき苑のスタッフのみなさんが利用者様のために一生懸命になっておられる姿を見

て、私にできる事を考えながらお仕事させて頂いています。」

今年度入職された中から７位に入賞された４階病棟 斎藤咲さんに特別に新人賞を

表彰しました。

本人コメント「このような賞を頂けた事を私自身とても驚いていますが、大変光

栄な事と感じております。これを励みに、みなさんの支えに感謝しつつ、これから

も精進していきたいと思います。」

これまで諸先輩方が築いてきた伝統を絶やすことなく、職員が自信を持っ

て生き生きと輝き、患者様・利用者様のためになる最高の医療・介護を提供

できるよう更に努力をしていかなければならないと感じた一日となりました。

【審査結果】

優秀賞：看護部管理職 元気にⅠⅡⅢサークル

保健予防センター すこやかサークル

特別賞：臨床検査科 さやえんどうサークル

老健リハ科 ＰＯＳＴサークル

ＰＯＳＴサークルの皆さん元気にⅠⅡⅢサークルの皆さん大会後交流会の様子

斎藤愛子さんと峯尾まゆみさん

大賀さつきさん

斎藤咲さん

受賞サークルと狩野会長

大会実行委員長挨拶



牛もも肉スライス １６０ｇ

片栗粉 　５ｇ

ピーマン 　１６０ｇ

たけのこ（ゆで） ６０ｇ

切干大根 ６０ｇ

オイスターソース １６ｇ(大さじ１)

濃口しょうゆ １６ｇ(大さじ１)

みりん ８ｇ(大さじ１/２)

酒 １６ｇ(大さじ１)

ごま油 ８ｇ（大さじ１/２）

エネルギー １７８kcal

たんぱく質 　　１０．０ｇ

脂肪 ８．２ｇ

炭水化物 １５ｇ

コレステロール ２６ｍｇ

食物繊維 ３．７ｇ

3

チンジャオロース（青椒肉絲）とはピーマンなどの野菜と肉の細切

りを炒め合わせた中華料理です。本来なら牛肉をふんだんに使って

･･･となるところですが、お肉は控え、切干大根を加えてボリュームｕｐしています。切干大根はもとも

と千切りですので水で戻すだけで簡単ですし、何といっても食物繊維が豊富なため、満腹感も得られま

す。エネルギーは控えたいけどボリューム感はほしいという方にお勧めです。

４人分 一人分

（作り方）

下処理

① 牛もも肉は細切りにし、しょうゆ、酒を少量加え（分量内で）片栗粉をまぶしておきます。

② ピーマン、たけのこは千切り、切干大根は水で戻し４-５センチ長さのざく切りにします。

調理

③ フライパンにごま油を熱し、 ①の牛もも肉を炒め色が変わったらいったん取出し、②のピーマン、

たけのこを加え、強火で炒め、最後に切干大根を加えて炒め合わせます。

④ ③の炒めた牛もも肉と残りの調味料を加えて、全体を混ぜ合わせます。

医師会病院ホームページ
栄養管理室連載記事１１月号より

ヘルシーチンジャオロース

１１月６、１３日の２日間にわたって女性職員

を対象にして不審者に対する予防及び護身術講

習会が行われました。益田警察署生活安全課か

ら３人講師を招き、益田市の犯罪被害の状況や

女性に関わる犯罪（ＤＶ，ストーカー、ひった

くり、窃盗）等について学び、続いて実際の護

身術についての実技を行いました。本番さなが

らに前から掴みかかってきた場合・手をいきな

り掴んできた場合・後ろから抱きつかれた場合

の場面でどのように対処したらよいか、またど

のように予防したらよいかの説明を受け職員も

真剣に実技に取り組んでいました。

１１月２６日（火）秋の防災訓練を実施しまし

た。迅速かつ適正な避難誘導、通報連絡、非常

放送、初期消火等の活動が的確に実施され、人

命の確保及び被害の軽減を図ることを目的とし

て毎年春秋の２回実施しています。今回は夜間

に震度７の地震と火災が発生し、病院本館のエ

レベーター内に実際に閉じ込められるという想

定で訓練を行いました。中に閉じ込められた職

員からは「訓練でも本当に怖かった」という声

が聞けました。福岡での病院火災を教訓に、万

が一の事態に備えて被害を最小限にできるよう

真剣に訓練に取り組んでおります。
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発 行：益田地域医療センター 広報委員会

〒699-3676 島根県益田市遠田町1917-2 TEL：0856-22-3611(代表) FAX：0856-22-0407

E-mail：info@masumi.shimane.med.or.jp 医師会病院URL：http://hp.masuda-med.or.jp/

益田地域医療センター医師会病院 外来診療担当医一覧表
平成２５年１２月１日より

初診受付 午前８時３０分～１１時００分 再診受付 午前８時３０分～１１時３０分

※但し、急患の場合はこの限りではありません。

診療科 診察 月 火 水 木 金 備 考

内 科

消化器内科
午前 狩野 稔久

古田 晃一朗

（消化器内科併診）
小川 哲生 狩野 稔久

小川 哲生
内科一般
消化器内科(火曜日)古田 晃一朗

(再診のみ)

循環器内科 午前 渡邊 伸英
（9:00～15:00）

循環器内科

外 科 午前

五十嵐 雅彦
（初診のみ）

服部 晋司
(第１･３･５週)

槇野 好成

五十嵐 雅彦

五十嵐 雅彦
消化器外科・呼吸器外科
小児外科・肛門科
一般外科服部 晋司

(再診のみ)

五十嵐 雅彦
(第２･４週)

山野井 彰
（胆・肝・膵外科）

（13：00～）

田島 義証
(島大消化器総合外科教授)

第３金曜日(電話による完全予約制)

セカンドオピニオン含む

肛門外科（外科併診）午前 五十嵐 雅彦

整形外科
午前 吉田 紘二

休診
（手術日のため）

大中 博司 大中 博司 吉田 紘二 整形外科一般
午後 大中 博司

(13:00～)

麻酔科 午前 島大麻酔科
交互診察
（島根大学麻酔科教授月1回不定期

診療)

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 午前 新垣 美佐 柿木 伸之 新垣 美佐 中島 暁美
（9:30～12:00）

柿木 伸之 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科全般

リウマチ科

（電話予約制）
角田 佳子
（9:00～15:00）

近藤 正宏
（9:00～15:00）

膠原病専門外来
近藤(火)・角田(月)の週1回交互診

療 電話による完全予約制

呼吸器外科 午前 岸本 晃司
（9:00～12:00）

第２・４火曜日
呼吸器疾患全般

二次健診後のフォロー

循環器外科 午前 末廣 章一 第１金曜日
（心臓・血管外科）

婦人科 木島 聡
（午後）

休診
木島 聡

（午前、午後）
木島 聡
（午前）

木島 聡
（午前）

電話による予約制 水曜午後は検診のみ
午前:8:30～11:00午後13:30～16:30

特
殊
外
来

脳神経領域 午前 山﨑 達輔

放射線治療 午前
猪俣 泰典(教授)

玉置 幸久

第４金曜日

猪俣・玉置の交互診療

乳腺外来 午後
槇野 好成
（13:00～）

電話による予約制(13:00～)

緩和ケア外来 午前
五十嵐 雅彦

服部 晋司

風邪などで咳やくしゃみが出るときに、他人に感染させないためのエチケッ
トです。
咳で1.5メートル、くしゃみで3メートル、ウイルスを含むしぶきは飛び散ります。
【方法】

◆咳がでるときは、マスクを着用しましょう。咳をしている人にマスクの着用をお願いしましょう
◆咳やくしゃみの際は、ティッシュなどで口と鼻を被い、他の人から顔を背け、できる限り１～２メートル以上離れ
ます
◆ティッシュなどがないときは、手ではなく、周囲に触れにくい腕で鼻と口を押さえます
◆使用したティッシュは、すぐゴミ箱に捨てましょう。
◆つばや鼻水が手についたら、石けんで丁寧に洗い流します


