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理事長 野島 丈夫

理念
１．患者さまの立場に立って、心のこもった思いやりのある、温かい医療を提供できる病院を目指します。
２．十分な説明と同意に基づいた、安全で良質かつ高度な医療を提供できる病院を目指します。
３．責任と誇りを持ち、地域の皆さまに信頼される病院を目指します。

４月２日 十字会 入職式
新入職員26名が新たなスタートをき
りました。入職式後、2日間みっちりと
オリエンテーションを行い、現在、各
現場で奮闘中です。

H24年度診療報酬・介護報酬改定で求められている姿の実現は
法人理念、基本方針の完全実践にかかっている
６年に１度同時改定となる診療報酬・介護報酬改定が４月に実施され、予想を大きく上回
る抜本的な改定となった。
急性期医療から亜急性期医療、回復期医療、慢性期医療、施設医療ケア、在宅医療ケアま
ですべてのステージにおいて患者さま、利用者さまの自立支援をしっかりしていくことが評
価されている。
同時にそれは、行届いた医療・ケアを在宅復帰率、回転率というスケールで求めるもので
あり、各ステージのシームレスな連携を求めるものとなった。また４月よりＤＰＣ病院とし
てスタートし、よりガイドラインに沿った急性期医療として専心努力することが求められて
いる。
私達が長年大切にしてきた十字会の理念、基本方針を今まで以上に自覚し実践していくこ
とが、今回の改定に適切に対応していくことにつながっていると職員の皆さんも気付いてい
ると思う。
① すべての職員が、物事の本質を理解し、意識し一層集中して日常業務にあたる。
② 医師の指示のもと各職種間連携をとってチーム医療に徹する。
③ 急性期から慢性期、在宅医療ケアまで患者さま、利用者さまの尊厳を大切にし、自立支
援のためのリハビリテーションに力を注ぐ。
④ 患者さま、利用者さまの全身管理を一層徹底する。こまやかな医療・看護・介護はもと
より、行届いた栄養管理、口腔ケアにより体力・体調の維持向上をはかり、肺炎、褥瘡
防止に細心の注意をする。

理事長・総院長
野島 丈夫

十字会はその出発点である急性期医療、救急医療に一層注力していくと同時に法人内連携、地域連携
を大切にし、地域の皆さまの健康と幸せを守るためさらに努力していきたいと念願している。
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新入職員座談会
５月22日

広報誌委員会は、職務につかれてからの様子などをお聞きし
ようと３名の新入職員の方々との座談会を行いました。

入職前と後のイメージは？
【長瀬さん】病院で働くのも初めてでわからないことばかりで戸
惑うことも多いが、先輩方が優しく、質問にもきちんと答えてく
ださる。見学のとき科長に案内していただき楽しくﾘﾊﾋﾞﾘをされ
ていた。入職後も雰囲気もとても良くて働きやすい。自分がで
きないことが多く、治療の面でも不安もあるが患者さまと関わ
ることが一番楽しい。ｲﾒｰｼﾞは変わっていない。

入職の決め手は？
【長瀬さん】地元の島根で就職先を探していたが縁がなく、野
島病院には先輩も何人か働いておられ、学校の先生からも良
い所だと思うと進められた。見学に来た時、ｽﾀｯﾌの患者さま
に対する態度や接し方、患者さまのことを考えて色々やってお
られて、凄く良いなあと思って決めた。
【山田さん】(准看学校の学生の頃)内科外来と３階病棟でｱﾙﾊﾞ
ｲﾄをしていた時、看護師さんが優しく、馴染みやすく、その後も
知っている人に挨拶や声を掛けていただいた。こちらの奨学
金制度を利用して岡山の看護学校に通っていたし、看護師募
集のﾎﾟｽﾀｰや、ｱﾙﾊﾞｲﾄ先の病院でも野島病院のことを目や耳
にしていて、自分にできることはないかとの思いもあり、働きた
いと思った。
【石谷さん】14年間別の医療法人に勤務し、地域連携室の立ち
上げもした。中部地区の連携の会(飲み会も
含め)で情報交換をしていたので野島病院の
ことは良く知っていた。今まで急性期病院の
経験がなく興味があったことと、介護保険の
勉強もしたかった。

就業後や休日の過ごし方は？
【石谷さん】子供４人の仲が良く、その仲間に
入ってEXILEの踊りを踊っている。子供たちと
過ごすのが息抜きになっている。

老健のじま
相談員
石谷 正さん

【山田さん】仕事終わりはまっすぐ帰ることがほとんどですが、
お給料をもらえて少し寄り道をしたり、休日は友達と一緒に米
子に行ったり買い物をしたり、ｻﾌﾟﾗｲｽﾞ誕生日会をしたりして楽
しんでいる。
【長瀬さん】一日働くと疲れて普段は夜10時頃には寝てしまう。
たまに同期のみんなや先輩とご飯に行ったりしている。休日
はあまり倉吉にいることがなくて米子で働いている友達に会い
に行って遊んだりご飯を食べたりして過ごしている。実家にも
帰ったり、友達に会ったりして、うまく息抜きできている。

【山田さん】看護師の立場になったらとて
も忙しくてわからないことばかりでﾊﾞﾀﾊﾞﾀ
している。外来はその日その時のかかわ
りですが、病棟は朝から晩まで1日中ずっ
と患者さまとの関わりがあって看護師さ
んの対応が大事なので、声掛けとか勉強
になることが多い。良い環境で働いてい
ると思っている。ｲﾒｰｼﾞは特に変わること
なく、外来と病棟との違いが学べた。毎日
が充実していて楽しい。

４階病棟
看護師
山田 千紗さん

【石谷さん】職員の方に気さくに話しかけてもらい、理事長や常務
理事にも声をかけていただいて、初日くらいは緊張するかと思っ
たが、地が出てしまった。新人研修を終えてからの現場での初
日は、担当の人も業務があって手が回らなかったためかｵﾘｴﾝ
ﾃｰｼｮﾝや指導がなかったが、人の行動を見て自分なりに動き何
とかなった。

今後の目標は？
【山田さん】患者さまとの関わりを大事にしていきたい。忙しく
なって患者さまと関わる時間が無くならないよう、今は仕事を
早く覚えることが一番。
【石谷さん】老健相談員として利用者さまの
色々な相談にのることはもちろん、病院側
との連携でも入院患者さまや利用者さまに
とってどのような連携をとっていけばいいの
かきちんと確立できるように働きかけたい。
【長瀬さん】担当させていただいている患者 リハビリテーション科
理学療法士
さまが徐々に増えていますが、忙しくなると
長瀬 夕里子さん
こなすことに必死になって患者さまの事を
考える余裕がなくなるのかなという怖さがあ
るので、しっかり一人一人の事を考えて、その人にとって一
番いい治療が出来たらと思うし、患者さまからも私が担当で
良かったと言っていただけるような関わり方ができたらいいな
あと思う。

石谷さん、山田さん、長瀬さんありがとうございました。
フレッシュ、ベテラン変化に富んだ３名の新入職員の方は、楽しそうにオープンに話して下さり、広報誌委員との私的な会話も
はずみ、楽しい座談会となりました。とてもcool な３人！きっと新入職員みなさんcool なのだな・・・期待しています。

診療報酬改定･DPC順調にスタート

医事課長補佐

村川

毅

平成24年4月1日、２年に１度の診療報酬改定が実施されました。医療機関の診療が国の目指す医療の方向に沿って
いくようまた社会状況に応じた適正な診療報酬であるようにと行われるものですが、今回は６年に1度の介護報酬と
の同時改定で、介護との連携や在宅医療にも焦点が当たっています。
当院としては、「チーム医療」と「地域連携」の重点的な評価に注目しています。「チーム医療」では、多職種
で構成された医療チームが患者さまに最適な医療を提供し、実績として表れて初めて評価の対象となります。「地
域連携」は、開業医さまをはじめ地域の医療機関と連携を密にし、在宅療養への円滑な流れを作ることが重要であ
り、地域医療連携室を中心に病床運営を円滑にしていく必要を感じています。改定の度ごとにあるべき医療の姿が
求められており、今後も求められる医療の姿をいかに当院の医療につなげていくかを医事課として考えていきたい
と思います。
また、今年度からDPC病院になりましたが、順調なスタートをしています。医事課としても昨年度から研修を重ね、
全てのスタッフがDPCに自信をもって対応しています。問題点がありましたらいつでもご連絡ください。

老健のじま

Ｒ4システムとは
〝在宅復帰に向けた施設であ
る老健〟を念頭に、全老健が
つくりあげた新しいケアマネ
ジメントシステム
Ｒ・・・ＲｏｋｅｎのＲ
４・・・入所前入所後のアセ
スメント（Ｒ１）からケアプ
ラン作成（Ｒ２）、ケアプラ
ン実施（Ｒ３）、その後のモ
ニタリング（Ｒ４）まで４段
階の介護支援ステップで行う。

の

Ｒ４システム

老健のじまでは、昨年からＲ4システムを学び試行錯誤するなか、秋には実務に取
り入れてきました。本年４月にはＲ4システムソフトを導入し本格的なスタートと
なりました。
入所前のアセスメントから始まり、各専門職による入所後のアセスメントをしっ
かり行い、暫定ケアプランの作成・実施・見直し、ケアプランの作成、ケアプラン
に沿ったケアにより利用者の状態像がどのように変化したかの評価（身体・認知機
能を分別・区分し誰にでも簡単に評価できるよう数値化されている）をしながら、
ケアプラン策定過程の見直しをします（モニタリング）。また、Ｄｏチェック（実
施状況のチェック）により、ケアの評価を行います。
Ｒ４システムで利用者一人一人に適したケアをすることにより一人一人を良くす
る機能をもった施設になり、さらに今まで以上に在宅復帰に向けた施設となるよう
全職員が励んでいます。医師・看護師・介護士・セラピスト（リハビリ）・管理栄
養士・相談員・ケアマネジャー・事務職・による各アセスメント、カンファレンス
をケアにつなげ、状態像を意識しながらケアをするよ
うになり一歩一歩前進しています。
今年10月の全国介護老人保健施設大会には胃ろうの
発表とともにＲ４システムについて発表する予定です。

“お互いを刺激し育っていこう”

副看護部長 野島 八栄子

昨年6月に木下看護部長が就任され、先ず社会人として、職業人としての意識をしっかりもって業務に向かうと
いう基礎から教育をしていただくなか、看護師教育体制の見直しを行いました。クリニカルラダーの基本構想・目
的を根本から学び直し、その意味するところを再確認し、意識をもって学
看護部リーダーシップ研修会
んでいくよう体制を構築しました。
6月23日（土）9：30～12：30 ６階会議室
「育ってほしい看護師像・看護師補助者像・クラーク像」を具体的に示
講師 益田赤十字病院
し、お互いがあるべき姿に向かって前進するようになりました。
師長
島田 則子先生
24年度は、昨年度の前進を更に確かなものにするために「看護部教育計
元師長 坂根 洋子先生
画」全員配布と説明会を行い“人を育てる”を合言葉に刺激し合いながら
テーマ
お互いに育っていこうとスタートしました。今後の活動として、固定チー
・固定チームナーシングの基礎知識
ムナーシングを基礎からしっかり学ぼうと6月23日に研修会を開催しました。
・リーダーシップをとる役割

看護の日

好評だった看護ミニドック 副看護部長 松本 立子

「看護の日」は看護の礎を築いたナイチンゲールの生誕を記念し看護の心、助け合い
の心を、市民にも広げようと誕生日にちなみ5月12日に旧厚生省が制定したものです。

当院も記念行事として、5月9日に「看護ミニドック」を開催し25名の方々
の参加がありました。体脂肪測定、簡易血糖測定、糖尿病療養指導士による
指導、栄養管理室の協力による栄養指導、そして今年初めて禁煙指導を取り
入れ好評でした。禁煙指導には「禁煙できなくて困っている」と40代の男性
2名が受診され、県の禁煙の取り組みや禁煙外来を開設している市内の医院
等を紹介し、受診のきっかけ作りになりました。栄養指導には14名もの受診
者があり、管理栄養士による糖尿病、高血圧に関する調理の工夫やポイント
減塩チェックなどに「日々の食生活を振り返ってみると、いろいろ気付くこ
とがあってよかった」と喜んでいただきました。看護の心を通わせることが
できたほっとしたひとときでした。

院内がん登録

スタート

院内がん登録担当 向井 一平（医事課）

院内がん登録とは、厚生労働省が推進している事業で全国のがん拠点病院により実施されています。
この度、鳥取県はその事業を拡大し、がん治療を行うその他の主病院による院内がん登録拡大支援事業を独自に
開始しました。 県全体のがん医療水準の向上、がん治療の実態把握を目的とし、県中部では野島病院ががん拠点
病院に準ずる病院として指定を受け、2012年1月から当院でのがん治療の登録を開始しまし
た。地域がん登録・院内がん登録の担当であった陶山室長の指導を受けながら担当を引継
ぎ、個人情報保護に十分配慮し業務を行っております。また登録内容は、学術的・医療的
に高度なものであり、専門性の高い研修を受け正確な登録となるよう努力していきます。

ロシア医療ツーリズム
ナターリァ先生

平成24年4月10日来院

通訳 エレーナさん

ロシア・ウラジオストク市のNEVRON国際医療センターから、ナターリァ先
生が野島病院を視察に来られました。ご存じの方も多いと思いますが「医
療ツーリズム」とは、国際間の医療技術や設備、環境の違いに着目して、
治療、健康診断などを観光と結びつけて行われる海外旅行のことです。
この度、ナターリァ先生はロシアからの医療ツーリズムとして、県中部の
観光資源や三朝温泉の湯治を医療機関の健診や治療に結び付けられな
いかと、関係者との協議に来られたものです。
当院では、理事長の説明に談笑が進み、また、医療体制や昨年導入した
320列ＣＴスキャンをはじめとした高度な医療設備を熱心に視察され、非常
に高い関心を示しておられました。
行政の進める海外旅行者の誘致
外来診療担当表
や県中部の地域振興などと相まっ
（午前） ◆診療時間◆午前9時から正午まで
（平成24年7月1日現在）
て、外国からの医療ツーリズムの
診療科
月
火
水
木
金
土 日
方が当院で医療を受けられること
野島
野島
宍戸
門脇
宍戸
もいずれの日かそう遠くないかもし
(総院長)
(総院長)
脳神経外科
赤塚
れません。
竹内
----竹内
（第2,4週）

外科・肛門科
乳腺・内分泌外科
整形外科
消化器科初診当番

内科

山本

山本

牧野

牧野

--中島

林
岸本

林
岸本

--萩野

--中島
名島(第3週)

山本

三村

牧野

北村

宇奈手

石村唯
三村
池田(隔週)
宮本(隔週)

宮崎
石村昌

石村唯
北村

宮崎
三村

山本玲

池田

渡部

(院長)

(院長)

一診
二診

宮崎
北村

三診

石村昌

(院長)

お知らせ
休診

（第1,3週）

下田
熊谷
武中

眼科

寺坂

耳鼻咽喉科
形成外科
人間ドック
脳ドック

鳥大医師

中山
細田
門脇

安井
熊谷
--松浦
寺坂
----細田
下田

三宅
熊谷
瀬島
松浦
寺坂

下田
熊谷
---

鳥大医師

----細田
三宅

松浦

陶山
細田
宍戸

（午後） ◆診療時間◆午後2時から午後5時まで
診療科
月
火
水
石村昌
北村
野島
総合外来
下田
(総院長)
三宅
宮崎
松浦
鳥大医師
眼科
寺坂
（予約のみ）
寺坂
井川
内科
----（隔週）

泌尿器科

左上写真：左から松島課長、滝沢次長、
ナターリャ先生、野島理事長、通訳エ
レーナさん、県職員の方

松田

特診
神経内科
精神科・心療内科
泌尿器科

（法人事務局課長 松島竜伸）

宇奈手

---

---

瀬島

三宅
熊谷
井上
松浦
寺坂
鳥大医師

--神波
竹内

木

金

鳥大医師
（外科）

神波
林

松浦
（手術日）

松浦
寺坂

---

---

---

---

土

日

休診

（注）眼科の午後の診察は、紹介の方と予約の方を中心と致します ◆受付時間◆
（注）泌尿器科の午後の診察は、２時から４時までと致します
午前8時30分から午後4時まで
（注）金曜日の総合外来は、林医師が手術の場合は、神波医師の ◆休診日◆
診察と致します
土曜日、日曜日、祝日

編 集 後 記
新入職員のみなさんが入職して３カ月が経ち、
先輩方の温かい指導のもと仕事にも慣れつつある
と思います。お互いを思いやり円滑な人間関係を
構築することで、仕事の成果や質の向上に繋がる
と思います。頑張りすぎず、適度にストレスを解
消し、心も身体も元気に過ごし、“慣れることで
情熱を失う”ことのないように。と、自分自身も
改めて思う今日この頃です。
西垣

お盆(8月14,15日)
年末年始(12月31日,1月1,2,3日)
発行所：
〒682-0863
鳥取県倉吉市瀬崎町2714-1
ホームページURL:
http://nojima-hospital.jp
代表E-mail:
info@nojima-hospital.or.jp
地域医療連携室専用E-mail:
RMLO@nojima-hospital.or.jp

労働安全委員会

本年度から職員検診に尿酸とクレアチ
ニンの項目を入れました。これらはいわゆ
る成人病である慢性腎機能障害の指標に
なるものです。ただしこれらが正常値から
はずれていても直ぐに問題だというもので
はありません。
成人病は食事内容・喫煙等におおいに
影響を受けます。
食事・・・当院管理栄養士に気軽に相談
してみてください。
喫煙・・・近い将来「業務時間中禁煙」が
実施されると思われます。たばこが健康に
悪影響を与えることは明らかであり、禁煙
はがん、循環器病等の生活習慣を予防す
る上で重要です。
自分のため、みんなのため、禁煙にチャ
レンジしてみませんか？

お 花 見

老健のじま

4月11日～13日、老健フロアごとに花見
に行きました。12日はとても良い天気で
打吹公園を散策しました。11日、13日は
天候が悪くドライブのみとなりましたが
極楽寺の枝垂れ桜や絵下谷川沿いの桜並
木を楽しんでおられました。

