
リハビリテーション科では、職員を対象にした救

急時対応の研修を、毎年実施しています。

研修会の方法ですが、リハビリテーション科の職

員４６名を５つの班に分けてロールプレイ（役割

演技）を行います。

ロールプレイでは、各班共に患者様役、療法士

役、医師役など、参加者の役割分担を行い、様々

な場面を想定し、それぞれが自分の役割を演じま

す。救急時の対応手順などを、実際に身体を動か

しながら確認することで、いざという時に適切な

対応が出来るようにする訓練です。

今年度は、「屋外

での歩行訓練中に患

者様が心肺停止状態

となった」という設

定でロールプレイを

行いました。屋外想

定という事で、事務

部の職員にも参加し

て頂き、医師の緊急

呼び出しの放送手順や、ストレッチャーで患者様

を救急外来に搬送するなど、多くの行動を体験し

ました。

研修は、看護師や医療安全対策室の室長に、アド

バイザーとして参加して頂き、ロールプレイ終了

後の反省会や、ＡＥＤ

の使用方法や心臓マッ

サージの実技講習など

も行いました。実際に

動いてみたからこそ気

付く事の出来た疑問や

意見も多く、今後の課

題も見つけることが出

来たと思います。

リハビリテーション科のスタッフは、患者様の

急変に遭遇した事のある職員はほとんどいません。

しかし、運動中などは一定のリスクがありますし、

訪問リハビリテーションや家屋調査など、医師の

いない院外での業務を行う事もあり、スタッフは

いざという時に適切に行動できるようになってお

く事が必要です。また、活用の機会は少ないから

と言って、せっかく研修で身に付けた技術や知識

が錆ついてしまっては意味がありません。患者様

のさらなる安全を確保するために、今後も繰り返

し研修を行っていく予定です。
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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９９号

◆リハビリ科トレーニング
◆療養病棟ＣＡＰＰ
◆職員宿舎完成間近
◆インフルエンザ
◆健康食レシピ
◆FaceBook始めました

リハビリテーション科緊急時対応トレーニング

医師会病院のリハビリテーション科が担当しホームページでも隔月でリハビリ通信の掲載を行っており

ます。現在４０を超える記事が掲載してありますので是非ご覧ください。

医師会病院：http://hp.masuda-med.or.jp/

リハビリテーション科紹介：http://hp.masuda-med.or.jp/reha01/

リハビリテーション科連載：http://hp.masuda-med.or.jp/rehabilitation-archive/

ストレッチャー上での心肺蘇生

終了後の反省会の様子
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１月８日、療養病棟にて、ＣＡＰＰ（コンパニ

オン・パートナル・プログラム）が開催され、ふ

たば棟で生活されている利用者様が参加しました。

ＣＡＰＰに参加した利用者様は、最初のうちは

近寄ってくる犬や猫に少し警戒をしている利用者

様もいましたが、だんだん慣れてくると、動物た

ちを優しくなでたり、声をかけたりしていました。

慣れている利用者様は、好みの動物が近くに来る

と自ら手を伸ばし動物たちを抱きかかえていまし

た。また、動物たちの披露する芸を楽しく鑑賞す

るなどとても楽しい時間を過ごしました。

この活動は現在は３カ月に１度行われており、次

回の開催もとても楽しみにしています。

この活動が継続するようにスタッフ一同協力し、

盛り上げていこうと思います。

ＣＡＰＰとは・・・人と動物との絆を大切に

する（社）日本動物病院福祉協会のボランティ

ア活動です。会員獣医師と共に正しくしつけ

られた好ましい性格の清潔で健康な動物と各

種福祉施設を訪問してふれ合いの場を設けお

年寄りや児童、心身に障害のある人に、精神

的な潤いとリハビリテーションの手助けなど

をしています。

インフルエンザやノロウイルスの流行時期になり
ました。入院、療養中の方には、通常の状態よりも
抵抗力が低下した状態にある方もおられるため、イ
ンフルエンザやノロウイルスに感染し易く、重篤に

なる可能性があります。
つきましては、外部からの感染防止のため、入室の際には手洗い、もしくはお部屋前の消毒液で手指

消毒をお願い致します。何卒ご協力頂きますよう、よろしくお願い致します。

「インフルエンザかな？」と思ったら・・・なるべく早めに医療機関を受診しましょう。インフルエン
ザウイルスは増殖のスピードが速いため、症状が急速に進行します。したがって、具合が悪くなったら、
単なるかぜだと軽く考えずに、早めに医療機関を受診しましょう。インフルエンザは発症後すぐに適切
な治療を開始することが重要です。
安静にして休養をとり、特に睡眠を十分にとる、お茶やジュース、スープな
ど、自分が飲みたいもので構わないので、十分な水分補給を忘れずに、周り
の人に感染させないためにも、マスクを着用しましょう。
自分の体を守り、他の人にうつさないためにも、上記の生活上のポイントを
守りましょう。

１０月から着工を行っ

てきた職員宿舎ですが、

いよいよ完成が近づい

てまいりました。看護

師や医療従事者の確保

や定住を目的としてお

り主に市外や県外から

こられている方やＨ２

５年度の新入職員を中

心に募集をかける予定

です。

部屋数は全部で１０室

あり、１ＤＫですが、

一人暮らしをする人に

とっては十分広い間

取りになっておりま

す。また、宿舎の名

前はまだ決まってお

らず、３月の中旬に

は決定する予定です

のでこちらも楽しみ

にしています。

部屋の外装はほぼ完

成ですが、内装も徐々

に出来上がってきま

すので、出来ました

らまた報告をしたい

と思います。

10月の地鎮祭の頃

現在の様子

内装はまだまだこれから



無調整豆乳 280ml

くず粉 32g

練りごま 20g

塩 小さじ1/5

みりん 小さじ1

酒 小さじ1

枝豆 　60g

水 140ml

塩 少々

ｿｰｽ

エネルギー 148kcal

たんぱく質 6.5ｇ

脂質 7.9ｇ

炭水化物 12.9g
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精進料理の１品でもあるごま豆腐。禅僧が肉類の替わりに蛋白質

源として胡麻のエキスを抽出し、葛粉を加え固めて食したことが始

まりと言われています。大豆から作る豆腐とは違い、もっちりとし

た食感やごまの風味が特徴です。

紹介するごま豆腐は豆乳を使用し、ごまのみとは違ったまろやかさが加わります。そのまま食べても

おいしいですが、わさびやみそだれ、梅ソースなど味を添えてもおいしいです。今回は枝豆ソースを添

えてみました。

４人分 一人分

（作り方）

☆ごま豆乳

① ソース以外の材料をすべて鍋に入れ、冷たい状態で混ぜ、くず粉を完全に溶かしてから火にかける。

② 粘りが出てきたら火を弱め、しばらく練る。

③ もったりとしてきたら、トレイ(または型)に流し入れ、ボールなどに冷たい水を張った中にトレイご

と入れ冷や し固める。（冷蔵庫に入れて固めると硬くなる場合がある）

④固まったら食べやすい大きさに切り分け、枝豆ソースをかける。

☆枝豆ソース

① 枝豆は茹でて、水と一緒にミキサーにかける。

② ①を鍋に入れ、弱火で煮込み、水気がなくなってきたら塩で味付けする。

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

豆乳ごま豆腐ｸﾞﾘｰﾝｿｰｽ

益田市医師会がこの度、ＦａｃｅＢｏ

ｏｋに参加致しました。２月より参加

ということでまだあまり更新はされて

いませんがこれからどんどん更新して

いく予定です。

ＦａｃｅＢｏｏｋ上で益田市医師会と

検索してみてください。もしくは益田

市医師会、益田地域医療センター医師

会病院、介護老人保健施設くにさき苑

のホームページ上からもアクセスでき

ますので興味のある方は是非一度訪ね

て下さい。気に入っていただければい

いね♪をしてみてはいかがでしょうか？

お待ちしております。
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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２６年１月１４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

服部 晋司

服部 晋司
(第１･３･５週)

槇野 好成

五十嵐 雅彦
（再診のみ）

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 服部 晋司

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
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

しょう

◆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しょう

◆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しょう


