
 

 

 

 

【 プライムホスピタル 玉島 】 

 

みなさんこんにちは。医療法人賀新会理事長・院長の 

西山武です。昨年 11月に新病院がオープンし、早いもの

で 5 か月余が経過しました。おかげさまで大きなトラブル

無く運営できております。関係者の皆様に感謝いたします。 

さて新病院ですが、“プライムホスピタル玉島”として 

新たなブランドイメージを展開しています。ご来院    

いただいた方々からさまざまなご反響をいただき、日々 

勉強させていただいております。 

“こんな病院が自分の住む町にあったらウレシイな” 

“同じ診療・治療なら、気持ちいい環境のほうがいいよね” “町の病院だからできる気持ちよさの 

提案ってあるんじゃないかな？”・・・私の新病院の基本コンセプトの大まかなベクトルは、このような

いたってシンプルなものでした。今回積水グループさんに新病院の設計・施工をお願いしたのです

が、彼らと私がイメージングを交換する中で、むしろ彼らが私の考えをよりクリアに、そしてシンプル

に磨き上げ、結果ひとつのアートと言っていいブランドイメージを提案してくれました。私が発案者

でありながら、新病院のロゴ、外観のウェーブ、内装と中庭のイメージの調和・・・これらに驚きと感動

を得ています。脱帽です。この場を借りて積水グループに感謝申し上げます。 

さて、お知らせがございます。当院では 2 か月に 1 度の金曜日 14 時より、2 階会議室にて

“   教えてドクター プライムトーク！”を開催しています。第 1回は私が腰痛について、第 2回は

石丸先生が肺炎についてお話させていただきました。次回は 5 月 25 日、歯科の前川先生が講義

します。当院のドクターは面白い方ばかりです。すごく楽しいので、ぜひお越しください！（詳しくは

プライムホスピタル玉島ホームページをご覧ください） 

そのほかの活動をいくつかご紹介いたします。毎週水曜日昼から、介護老人保健施設ニュー  

エルダーセンターにて “しんしん体操”を行っています。名誉院長（西山剛史）がときどきやって 

来て、皆さんに喝・檄を入れて帰っていきます。名誉院長の声が聞きたい！そんなご要望が最近 

多く届きます。ぜひ水曜日、老健に体操にお越し下さい。皆さん元気が出ますよ！ 
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そしてもうひとつ。これは倉敷市の事業になりますが、毎月第 4 土曜日に 13 時 30 分より玉島東

高齢者支援センターによる“家族介護者講習”を行っています。1 月より当院 2 階会議室にて開催

しています。私も時々お邪魔しておりますが、グループワークあり、薬の講習あり、手品あり、美容 

講習あり、医療相談あり・・・とにかく盛りだくさんで非常に濃密な内容です。こちらもよろしくお願い

いたします。 

これらのイベントを機会に少しでも新病院、そして当法人をご利用いただける方が増えれば、  

大変うれしく思います。4 月に入り、病院の中庭で春の花がみごとに咲き誇っています。病院に  

お越しになられる多くの方は何らかの病気であり大変かと存じ上げますが、建物と木々のイメージが

心の中で気持ちよく吹き抜けて気分的に前向きになってくだされば、とてもうれしく思います。 

それでは皆様、今後ともよろしくお願い申し上げます！ 

         医療法人賀新会 理事長・院長  西山 武 

【 平成 30 年度 入社式 】 

 

平成 30 年 4 月 2 日月曜日に、医療法人賀新会、有限会社ニューライ

フサービスの入社式を行いました。西山武 理事長より、「平成 29 年 11 月

に玉島第一病院がプライムホスピタル玉島に名前が変わり、新築移転  

しました。しかし、私たちの法人は特別なことはしていません。何事も準備

が必要です。そして、地道な努力が大事です。これから一緒に地域の  

医療・介護を担っていきましょう。」と励ましの言葉を頂きました。 
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【 平成 30 年度 新人職員 】 
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【 平成 30年度 新人研修 】 

 

平成 30年 4月 2日（月）～6日

（金）まで新人研修を行いました。

大島事務局長の「接遇・職員とし

ての心構え」から研修が始まり、社会人としてのマナーや、基礎知識を学び

ました。 

少しでも早く患者さま、ご利用者さまに信頼していただける職員になれる

よう努力してまいります。どうか皆様方のご指導、ご助言をよろしくお願い  

致します。 

新人研修の様子 

施設長 井手 きり子 
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【 老健ニューエルダーセンターの役割と今後：平成 30年度介護報酬改定 】 

 

介護老人保健施設（以下老健）施設長の鎌田昌樹です。みなさん老健ってどんなところか

ご存知ですか。老健は要介護 1～５を持つ方が入所の条件となり、病院と自宅の中間的な  

役割があります。病院での入院治療は最近できるだけ短くという時代になりました。   

たとえば要介護度をもつ方が骨折や肺炎などで病院に入院をして 2-3 週間で怪我や病気は

改善したが体力がおちすぐに自宅に戻れない方が老健で生活リハビリを行い 2-6 か月後に

自宅に戻るイメージをしていただけたらと思います。 

この春 3 年ぶりに介護報酬改定が行われました。「段階の世代が 75 歳以上となる 2025 年

に向けて、国民 1人 1人が状態に応じた適切なサービスを受けられるよう質が高く効率的な

介護の提供体制の整備を推進する」とのことです。老健においての主なポイントは、    

平成 24 年度の改定でリハビリを実施し在宅への復帰を支援する。平成 27 年度の改定で  

入所・通所リハビリの充実がはかられました。今回は在宅復帰支援と在宅療養支援の両輪の

機能に焦点をあてた改定となりました。介護保険法も 

昨年 6 月に一部改正があり、老健は在宅復帰を   

目指す施設と明文化されました。今後の老健は、これ

まで以上に在宅に戻れるように生活リハビリを行い、

指定居宅介護支援事業所で在宅支援をします。また 

通所リハビリ、訪問リハビリ、訪問看護など多職種で

の在宅サポートを行っていきたいと考えています。 

現在（最近の 3ヶ月の実績）老健には平均 142 名の入所者さまがリハビリ療養生活をして

おられます。在宅復帰率は 38％、経管栄養の方が約 2 割、要介護 4   

又は 5 の方が約 4 割と重い介護度のかたも多く入所されています。   

そして 6名のお看取りをさせていただきました。本人の意思・人生観・

身体の状況により、提供される医療の質と量が変わるのは当然で、  

「救命」「治療」の名の下にどんな状態であってもできる限りの医療を

提供する、という時代ではなくなっているように思っています。施設と

在宅サービスを上手く組み合わせながら住み慣れた地域で暮らし、終焉

の場としての老健でのお看取りも 1つの選択肢と思います（図）。 

老健ニューエルダーセンターの中庭には池があり錦鯉が優雅に  

泳いでいます。鯉を見ていると心が癒やされます。この地域の要介護度

を持つ利用者さまやご家族に気持ちよくご利用していただけるように老健入所および通所

の両輪の機能を多職種で充実をさせていきたいと思います。 

介護老人保健施設 ニューエルダーセンター 
〒713-8102 倉敷市玉島 1334-1 

TEL(086)526-6111  FAX(086)522-2950 
※通所リハビリテーション（デイケア） 

※短期入所療養介護（ショートステイ） 

※訪問リハビリテーション 
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【 プライムトーク 】 

 

 プライムホスピタル玉島では、2 ヶ月に 1 度、地域の皆様むけに   

プライムトークと題して、研修会をおこなっております。毎回、講師に 

当院医師をむかえ、皆様が知りたい内容等をテーマに開催して    

おります。当院をより身近に感じて頂き、また当院にどんな医師がいるのか知って頂く機会となる 

様に、どなたでも気軽に参加して頂ける会です。第 1 回、第 2 回と開催し、30 名を越える多くの  

地域の皆様が参加して下さいました。 

次回、5 月 25 日（金）14 時 30 から第 3 回を予定しております。今回は、歯科の前川医師による

「口の中の健康づくりは、健康寿命にも直結しちゃう」です。参加費無料、当日いきなり参加も可能

です。皆様のご参加を、心よりお待ちしております。 

 

 

第 1回、2回 

プライムトークの様子 

 

【 お知らせ 】 

 

平成 30年 6月 2日エルダー祭を予定しています。皆様のお越しを心よりお待ちしております。 

平成 30 年 4 月半ばから秋にかけて、老健ニューエルダーセンターの改装を予定しています。ご利用者

さま・ご家族さまには改装中大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解の程、よろしくお願い致します。 

発行： 医療法人賀新会 新聞委員会 
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