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徳寿会だより

地域の皆様に支えられる病院 ～牛島小学校児童会の皆様～
去る３月２３日、吉野川市立牛島小学校児童会の皆様から床擦れ防止用マットレ
スをご寄贈頂きました。
このマットレスは牛島小学校の皆さんが全校児童や地域住民に呼びかけて、一年
かけてアルミ缶とプルタブを計５５０ｋｇ回収し、吉野川市内のリサイクル業者に
て換金した約三万七千円で購入されたものです。
２３日に牛島小学校で行われた贈呈式には児童会の代表８名が出席くださり、
「地域
の人の為に少しでも役立てば」と授与式が行われました。
拝領したマットレスは老人保健施設長寿園の利用者の方の為に利用させていただ
いております。

平成 21 年 3 月 24 日
徳島新聞朝刊から

牛島小学校児童会の皆様、ありがとうございました。
また、こうして地域の皆様に支えられていると改めて実感しております。

～10 年永続勤務者表彰が行われました。～
毎年恒例の、１０年永年勤続表彰式が今年も盛大に行われました。
当会では、勤続１０年を迎える職員に対して、永年勤続表彰式を毎年開催しております。本年
度は６名の職員がその対象となり、理事長から表彰状の授与並びに記念品の贈呈が行われました。
一口に１０年と言ってもその苦労は一筋縄ではないと思います。１０年培った知識を利用者の
皆様へのサービスの向上並びに、後輩への接遇技術の伝達が出来ればと思っています。

徳寿会 理念
地域の皆様に医療介護の安心と満足を
1.
2.
3.

基本方針

私たちは研鑽と協調に努め豊かな人間性を養い、資質の向上に努め、安全で質の高いサービスを目指します。
私たちは地域との連携をはかり、亜急性期から慢性期にかけての合理的で効果的なサービスを推進します。
私たちは医療人としての自覚と使命をもち、業務の効率化をはかり、健全なる経営でサービスを提供します。

ＪＲ鴨島駅

～法人からのお知らせ～

～ ご 案 内 ～

募集しています
職

※パートタイム可・詳細は電話または、
御来院の上、お気軽にお電話ください
（担当者：前田）

キョーエイセレブ
鴨島店
阿波銀行
←至池田

徳島信用金庫
Ｒ１９２
吉野川市役所

種： 看護師

びっくり倉庫！

ご意見・ご要望について

宝島！鴨島店

当法人では「ＫＡＩＺＥＮ委員会」を設け
て、皆様によりよい医療、介護サービス
を提供できるよう活動しております。ご
意見やご要望がございましたら、お電話
いただくか、施設内各所に設けておりま
す、「ご意見箱」をご利用ください。

至徳島→
鴨島病院 0883-24-6565
長 寿 園 0883-24-7888
の ぞ み 0883-24-2200
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お役立ち情報
鴨島病院 検査科
トクホ（特定保健用食品）って聞いたことあるけど･･･何？？
特定保健用食品≪トクホ≫は
■「身体の調子を整える」などのはたらきがある成分
（＝「関与する成分」）を食品で、
■効果や安全性が動物やヒトなどへの試験で科学的に証明され、
■健康表示（健康への効用を示す表現）を厚生労働大臣が許可した食品で
す。

ただの健康食品とはココが違う！ トクホの 3 つのポイント
食品としての安全性はもちろ
ん、健康への効果についても厚
生労働省の厳しい審査をクリア
しています。

効果は国のお墨付き！

身近なコンビニやドラッグストアなどで購
入できるので、気軽に続けやすいです
ね。

おいしくて、手軽！

厚生労働省の許可のもと、パッ
ケージなどに効果や成分がは
っきり表示されているので、自
分や家族に必要なものをかしこ
く選んで取り入れられます。

効果や成分をしっかり表示！

注意

☆
☆
☆
☆
☆

健康な食生活は「主食・主菜・副菜をバランスよく摂る」
医薬品との相互作用により、効果が強く出すぎたり、出なかったりすることがあるので、要注意
健康食品はあくまでも食品の範疇であり、病気の治療の目的に健康食品を摂るのは明らかに間違いです。
健康食品ブームですが、マスメディアに踊らされないこと
健康食品で、がんが治癒したり、ダイエットに成功したりするようなことで科学的に実証されているもの
はほとんどありません。

お問い合わせ： 鴨島病院 検査科 （担当者 一宮・後藤田）
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※その他各種検査事項等、お気軽にお尋ね
ください。
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院内八十八ヶ所シリーズ３
鴨島病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部・外来
「リハビリ」ってよく聞くけど・・･具体的に！
私たちは「理学療法」
・
「作業療法」
・
「言語療法」を中心に 61 名の充実したスタッフが治療にあたります。主
に脳血管障害・骨折後の機能訓練、家庭復帰・職場復帰を目指す訓練、言語障害に対する訓練をご本人（ご
家族）と共に行い最大限の社会参加を支援します。

リハビリテーションの３つの種類

リハビリテーション部の特長

理学療法（Physical Therapy－ＰＴ）
機能回復・維持を目的に、筋力・関節可動域・バランスを
高める運動を行います。また、温熱療法や電気療法などで
痛みの軽減や改善を目指します。地域社会への健康増進や
疾病予防にも積極的に取り組んでいます。
作業療法（Occupational Therapy－ＯＴ）
いきいきとした生活のための機能回復・維持を目指し作業
活動を用いて行います。
「作業活動」とは食事・排泄・入浴
など身の回りの動作、仕事、遊びなど人間生活の全般に関
わる諸活動です。
言語聴覚療法（Speech･Language･Therapy－ＳＴ）
言葉によるコミュニケーションに問題がある方や摂食・嚥
下に障害のある人に機能向上と維持を図るため訓練と指
導・支援を行っています。また、小児から高齢者まで幅広
く脳卒中後の失語症や発音の問題をメカニズム的に分析
し、専門的に対応しています。

●施設基準
回復期リハビリテーション病棟（Ⅰ）
脳血管疾患リハビリテーション（Ⅰ）
運動器リハビリテーション（Ⅰ）
呼吸器リハビリテーション（Ⅰ）
●常勤スタッフ
理学療法士３３名
作業療法士２０名
言語聴覚士 ８名
●理学療法室
１周 100m のトラック トレーニングマシーン
●作業療法室
和室、調理実習設備など
●言語聴覚療法室
個別訓練室：４部屋
集団訓練室：１部屋
ご相談は：鴨島病院

リハビリテーション部（担当：吉田）

看護部（外来）のご紹介
診療科目
診療時間

内科/リハビリテーション科/放射線科/眼科/脳神経外科/人間ドック/特定健診
※診療科目によっては、予約が必要です。
平日 8：45～ 17；00
土曜日 8：45～ 12：00
祝.祭日、年末.年始は、お休みです。

出来る限りプライ
バシーに配慮した
外来診察室

アットホームな雰囲気
でリラックスしてお待
ち頂ける、受付ロビー

すべての患者様は、安全で信頼のおける医療を受ける権利をもっています。そのためにも地域
との連携をはかり、患者様の希望に沿った看護に力を入れています。
御利用いただく皆様方のご要望にお応えすべく思いやりと、信頼の医療をモットーに、地域医
療を担う病院の顔として努力してまいります。
お問い合わせ： 鴨島病院 外来 （担当者 山本）

※診察の予約、在宅での生活等病院の上手な利用方法
についてお気軽にお尋ねください。
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院内八十八ヶ所シリーズ４
鴨島病院 人間ドック・医事課
人間ドックのご案内
今日のような高度な文化生活において、持前の力を十分に発揮するためには、健康であることが最も大切な
ことです。船舶が航海の安全を期するため“ドック”入りして総合検査を受けるように、私たちも機会を見
て“人間ドック”に入り明日の健康を確保しましょう。
☆検査の内容☆
身体測定・聴力・眼科・呼吸器・循環器・消化器・超音波・膵臓・肝
機能・腎泌尿器・ 血清反応・糖代謝・尿酸・血液系・便・腫瘍マーカ
ー・その他（検査内容については、人間ドックの種類、各事業所によ
って異なります。
）

↑夕食 昼食→

※女性の方へ 婦人科健診はしておりませんのでご了承下さい。
お問い合わせ ： 鴨島病院 人間ドック担当

医事課の仕事ってどんな仕事？
病院の「医事課」ということばはあまり聴きなれないことばかと思います。医療事務もしくは受付・会計とい
うことばの方がなじみがあるかもしれませんね。私たち鴨島病院の医事課は１階フロアの正面にあります。私
たち｢医事課｣の仕事は次の 3 つに分類することができます。

①受付関連（総合案内、新患受付、文書受付、入院受付、電話応対）
1.総合案内・・・院内のご案内、受診のご案内
2.新患受付・・・初めて受診される方のカルテや診察券の作成
3.文書受付・・・診断書や各種証明書の書類をお預かりして、主治医、担当医に作成を依頼
4.入院受付・・・入院に際して必要な書類、保険証の確認
5.電話応対・・・電話の取次、応対

②会計関連（外来会計、入院会計、支払窓口）
1.外来会計・・・外来診療費の計算
2.入院会計・・・入院診療費の計算（当院では退院時及び毎月末締め
で当月分を計算し、翌月 10 に請求書を発行）
3.支払窓口・・・1 階受付（外来・入院）
、
（時間外、休日については、
夜間受付、休日受付にて対応）

③保険請求、診療録管理
1.保険請求・・・・患者さまが支払われた負担割合の残りを各保険者に保険請求
2.診療録管理・・・カルテ類の保管、整理、分類等
主な仕事は以上のとおりですが、私たち医事課は、病院の一員として、法人の理念である、
「医療介護の安心と
満足を提供する」ということを肝に銘じて「笑顔とやさしさ」をモットーに日々努力してまいります。
※医事課からのお願い

月初めの受診時には必ず保険証の提示をお願いします。
保険証の変更や、住所、連絡先の変更があればすぐにお知らせください。

お問い合わせ： 鴨島病院 医事課（担当者 富山）

※医療・介護の仕組みや負担金に係ること
などお気軽にご相談ください。
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