
ニュース
第 ２ 号

平成28年8月 発行
医療法人社団 登豊会
社会福祉法人 登豊会

夏号 2016 T O U H O U K A I   N E W S創刊号

医療施設

介護施設

短期入所

通所施設

訪問支援

在宅支援
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岐阜市光町2丁目46番地058-232-2111近石病院
岐阜市光町2丁目44番地058-210-1155ちかいしクリニック
岐阜市則武東4丁目2番6号058-215-9753介護老人保健施設 仙寿なごみ野
羽島郡岐南町伏屋8丁目33番地058-259-3300特別養護老人ホーム 岐南仙寿うれし野
羽島郡岐南町伏屋8丁目33番地058-259-3300短期入所生活介護 うれし野
岐阜市則武東4丁目2番6号058-215-9753デイケアセンター なごみ野
岐阜市光町2丁目46番地058-210-2050デイサービスセンター ちかいし
岐阜市光町1丁目56番地2号058-296-3519訪問看護ステーション ひかり
岐阜市光町1丁目56番地2号058-296-0627居宅介護支援事業所 ちかいし
羽島郡岐南町伏屋8丁目33番地058-259-3300ケアプランセンター うれし野
羽島郡岐南町平島8丁目53番地058-245-9962うれしの保育園
羽島郡岐南町伏屋1丁目39番地058-247-7233うれしの東保育園

www.touhoukai.or.jpwww.touhoukai.or.jp

大型医療機器共同利用のおしらせ

うれしの東保育園では
わくわくタイムを月に
一回、開催しています。
未就園のお子さまとお
母さまを対象にリズム
遊び・親子ヨガ・絵本ひろばなど、親子でゆったり
楽しい時間を過ごして頂いています。また同年齢
のお子さまを持つお母さま方の交流の場となって
います。６月はわくわくリズム＆カフェを行いま
した。音楽療法士の先生をお招きして、親子でい
ろいろな楽器に触れたり、先生の奏でる優しいリ
ズムや歌声に合わせて体を動かしました。

大好評！わくわくタイム

近隣の回転寿司店で
「ラ・ン・チ！」

マグロ､ハマチに茶碗蒸し。
ご馳走様でした。

手作り餃子パーティー
さすがに長年のキャリアを
お持ちのご入居者様！
具詰めのスピードに職員も
圧巻。恐れ入りました!!

イベント情報

058-215-9753※ 詳しくは までお問合せ下さい。

8/15（月） ビアガーデン・笠松花火鑑賞会
うれし野 夏祭り8/28（日）
三味線・和太鼓・盆踊り・屋台出店

イベント情報

058-259-3300※ 詳しくは までお問合せ下さい。

いま、ご入居者様の間でスイーツ作りが大人気！
〝作る楽しみ、熱々を食べられる喜び〟が人気の
追い風に…　特に、女性の方に好評で、お友達と
の会話も弾みます。
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～ おいしいお米になってね ～
６月は田植えシーズン。
年長児が地域の皆様にご協力いた
だき田植えを体験。初めての泥の
感触に「ヌルヌルする」「足が抜
けないよ！」と驚きの様子。

いつの間にか泥の心地良さに「面白い！」「冷たく
て気持ちいいよ」と笑顔が溢れ、田んぼの生き物を
間近に見たり捕まえたり夢中になる
姿も…。今後、稲の生長観察や収穫
の喜びを体験し、もっともっと食べ
ることへの関心を深めていきたいと
思います。

● お急ぎの場合は、当日検査も対応させていただきます。
● 骨密度測定検査は、予約なしで撮影ができます。
● 読影結果もご用意する事が可能です。

9/11（日） 16:00 - 18:00　なごみん祭
会場：お仙寿なごみ野 東側駐車場他
内容：ステージイベント、模擬店など

近石病院 地域医療連携室
直通058-210-1101 058-210-1102

岐阜市光町2丁目46番地
8:30-20:00平日 / 土曜 / 8:30-13:00・

予約窓口・お問合せは …

「遠隔読影システム」を導入しており、結果は検査当日から
　数日以内にお送りします。

質の高いルーチン検査の実現が可能となる
アプリケーションを搭載しています。
・PROPELLER3.0（動き補正技術）
・IDEAL（脂肪抑制技術）
・2D＆3D  MERGE（新GE法）
・Inhance Suite（非造影血管撮像）

Brivo MR355 Inspire（1.5テスラ）
GE ヘルスケア・ジャパン製

（平成27年1月設置稼働）

MRI装置

16列マルチスライスCT（最小0.125㎜厚×
16列撮影可）により、広範囲に精細な立体
・断層画像の撮影が短時間で可能になり、
Ｘ線画像で判定困難な骨折などの判定に役
立てられます。
また、ASiR搭載型の装置のため、患者様に
優しい低被ばくでの検査が可能です。
ASiRとは、逐次近似法を応用して分解能を
損なわず画像ノイズを大幅に軽減できる新
しいCT画像再構成法です。よって、画質を
維持しながら、30 ～ 80％の被ばく低減が
行える技術です。

BrightSpeed Elite with ASiR（16列）
GE ヘルスケア・ジャパン製

寝たままの状態で検査ができ、被ばく線量
の低減も可能な装置です。
骨密度がどの程度なのか、同世代の標準量
と比べてどの程度の骨密度なのかなど、ひ
と目で分かりやすい結果レポートを出すこ
とができます。

Discovery Wi型
HOLOGIC（製造販売元：東洋メディック)　

CT装置

（平成25年4月設置稼働） （平成27年1月設置稼働）

骨密度測定装置

アクセス

岐阜バス 忠節バス停①②番下車  西へ徒歩約1分
忠節バス停③④番下車  北へ徒歩約5分

自家用車 忠節橋北詰交差点北へ、2本目を西へ
無料駐車場完備
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岐阜北高校

十六銀行

ローソン

清流中学校

ヤマナカ/スギ薬局トヨタカルコス

徳兵衛

県営
近の島住宅

幸楽苑

釣具店 バロー

忠節バス停

デイサービスセンター
ちかいし

クリニック
ちかいし

訪問看護ステーションひかり
居宅介護支援事業所ちかいし 長良川

十六銀行

忠節バス停

地連 集合写真

わたしたち地域医療連携室が承ります！

近石病院では、MRI装置やCT装置、骨密度測定装置の大型医療機器 について、患者様の体調や状態、症例に
配慮し負担の少ない検査を行っています。また、近隣クリニックの先生方と連携し毎日の診療にお役立ていた
だけるように、共同利用を承っております。早急な撮影依頼や多様なニーズにもお応えできるよう、きめ細か
く対応させていただきます。地域の医療を担う病院として、今後ますます皆様との連携を密にし安心して暮ら
せる地域づくりに貢献していきたいと考えております。どうぞお気軽にご用命下さい。
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〝訪問看護〟のご案内 「デイサービスセンターちかいし」

ホスピタルアート「ちかいし美術館」

医療法人社団 登豊会 近石病院

訪問看護ステーションひかり

058-296-3519 058-296-7030

www.home.touhoukai.or.jp

〒502-0901 岐阜市光町1丁目56番地2

訪問看護　ひかり 検索

ご依頼・ご相談は…

地域に密着した
充実のサービス提供

365日24時間
切れ目のない対応
必要に応じ出動します

岐阜市全般お任せください
（その他の地域は応相談）

個別性、専門性が
求められる在宅での対応も、
ベテランスタッフを中心とした
チームで行うカンファレンスを
通じ、より良いケアの提供へと

繋げています
職員数 看　護　師　5名

理学療法士　3名
言語聴覚士　1名

（平成28年6月30日 現在）

職員の充実

平日/ 8:30～17:30 土曜/ 8:30～12:30

近石病院では、無機質な病院の白い壁を色鮮やかなアート（美術作品）で飾ることで、患者様や検査やお見舞い
に来院される方々に、日常から離れたひと時を楽しんで頂きたいという思いから「ホスピタルアート」をはじめ
ました。はじまりは、ボランティア団体主催「児童作品展入賞作品展示」や、今年度末に開催した法人内の保育
施設の子ども達の作品展示でした。作品の前を通られる度に足を止められ、微笑まれている光景を目にしました。
昔から「病は気から」と言われますが、その「気」を「良い気」にするためアートの〝力〟を活用してはどうか
と考えました。また、地元の方々から作品をご提供いただくことで、地元の方々にも身近に感じていただくなど、
交流の場所へと変化できればと思っております。

ホスピタルアートのチラシを
ご覧になった患者様ご家族様
にお声掛け頂き、押し花展を
開催できました。
作品は全部で18点。どれも素
晴らしい作品に感動しました。
ご協力ありがとうございます。

第１回 作品展「押し花展」

近石病院 事務部 総務課 広報係 まで
TEL / 058-232-2111
HP  / www.hospital.touhoukai.or.jp

ダウンロード ホスピタルアート
（ちかいし美術館）▶

ホスピタルアート関するお問合せは…―  作者の思い  ―

いづみ第2幼稚園の園児たちが遊びに来てくれました！
園児たちが披露してくれる元気いっぱいの歌と踊りのリズムに
合わせて、ご利用者の皆様も手拍子で応援。可愛いらしい園児
たちに、ご利用者の皆様も大変に喜ばれデイサービスは笑顔で
いっぱいになりました。
園児の皆さん、先生方、本当に有難うございました！

当センターでは、毎月趣向を凝らした食事
イベントを開催しております。
今回は「懐かしの洋食屋さんへ行こう！」
と称し、出来立てアツアツのオムライスを
ご提供しました。出張シェフが間近で振る
フライパンからの香ばしい匂いとはじける
音を聞き、たまらず食欲もわいてきます。
「 医 食 同 源 」、食事は元気の源です。
今後もご利用者様に楽しんでいただける食
環境作りを、心がけたいと思います。

幼稚園来訪

食事イベント「懐かしの洋食屋さんへ行こう！」

看取りの充実
ひかりでは、終末期ケア
用パンフレットを作成し、
身体的、精神的ケアの充実に
役立てています。また、在宅医と
連携するなかで、「その人らし
い最期」とは何かを考えます。
ご家族と一緒に過ごせる　
看取り。需要は年々　
高まっています。

訪問看護ステーションひかりの目指す姿

住み慣れた我が家で、家族とともに
最期を迎えたいと望まれる方からの
ご相談が増えています。
ひかりでは、患者様ご家族様とじっ
くり話し合い、どんな選択肢がある
かをご提案させていただきます。
また、ご本人の状態、ご家族の状況
で変わりゆく方向性の見直しや、グ
リーフケアまで、細かく対応いたし
ます。

「デイサービスセンターちかいし」では
食事や体操、音楽療法など毎月様々なイ
ベントを開催しております。
今回は  6月に行われたイベントの一部を
ご紹介致します。

～ 私たちが、ご自宅に訪問させていただきます ～

日･祝祭日、お盆（8/15）、年末年始休

houkan@chikaishi-hosp.or.jp

お気軽にお問い合わせください

訪問看護の利用について、ご不明な点が
ございましたら、こちらより直接お伺い
してご説明させていただきます。
また、ケースに合わせた
対応法についてや、お困り
ごとには、電話やメールで
ご相談ください。

当事業所はご利用者様が、安心して安全に在宅生活が送れ
るよう、常に思いに寄り添える看護を心がけております。
ご利用者様の尊厳を尊重し、リハビリスタッフとの連携を
密に図りながら、質の高い看護を提供させて頂くことをお
約束します。又、地域の他事業所とも積極的に連携をとり
ながら、子供から高齢者までが、住み慣れた場所で、可能
な限り質の高い生活が維持できるよう、医療面だけでなく
トータルした支援をご提供させて頂きます。いつでも身近
に感じて頂けるステーション、常に地域で必要とされるス
テーションであり続けることを目指しております。

今回、母がお世話（入院）になる
事をきっかけに、患者様の「目と
心の癒し」になればと思い、展示
させていただきました。
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