
 

 

 

 

【 内科を中心に救急医療や呼吸循環

管理を行う当法人の救急専門医 】 

 

 プライムホスピタル玉島の石丸と申します。この度の 

西日本豪雨によりお亡くなりになった方々のご冥福を 

お祈り申し上げますとともに、被害に遭われたみなさま

へ心よりお見舞い申し上げます。 

 今回の執筆は２回目になります。プライムホスピタル 

玉島では内科を担当させていただいておりますが、  

実際わたくしは救急専門医です。主に肺炎や心不全で

入院された患者さんの呼吸循環管理を行なって    

おります。その一方で、救急車で来院される方の診察も

行なっております。この度の災害でも、怪我をされた方、

浸水された方、避難所で体調を崩された方など、多くの方々が救急外来に来院されました。 

 病院の救急部門は災害時に活躍を期待されます。当院では、外傷や呼吸循環不全の患者さん

に迅速に対応するために、人工呼吸器、AED を含む除細動器、超音波検査装置、救急蘇生薬品、

心電図モニターなどを設置しております。さらに、玉島第一病院からプライムホスピタル玉島へ移転

し、救急外来は随分広くなりました。４台のストレッチャーが常備され、各々の壁面に酸素配管、  

吸引装置を配備しており、同時に複数の救急患者さんの搬入が可能となりました。また、３台の  

電子カルテを用意しておりますので、休日に歩いて受診された患者さんでもスムーズに診療が可能

です。その機能をいつでも発揮することができるようにスタッフ一同、最大限の努力を行って    

おります。 

近年の救急医療も高齢化の影響を受けていますが、当院でも高齢者、とくに高齢者福祉施設 

からの患者さんが数多く搬送されます。高齢者医療の特徴としては、慢性疾患が急性増悪する  

場合（Acute on Chronic といわれます）が多く、既往歴を踏まえた病態評価が非常に大切に     

なります。症状は軽そうに見えても実は重症であったり、症状と全くかけ離れた疾患であることがあり、

病態を過小評価したり診断が難しいことがあります。日頃の ADL と照らし合わせ、家族や施設職員
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の話を良く聞き、その場で確定診断ができなくとも、経過観察目的で入院することも必要です。 

高齢者では様々な理由で積極的な治療が適応にならない

場合があります。終末期的な病状の患者さんの場合、本人の

死生観や、それを支える家族や親族の社会的問題も踏まえて

治療を選択する必要があります。そのため、高齢福祉施設で

は急変時の蘇生処置や人工栄養に対する終末期調査が   

すでに行われていることがあります。しかし、命の危険が    

差し迫った場合では、病状が安定しているときの希望とは   

大きく変わることがあるため、適切な治療を行いつつ、家族に

十分な説明を行い、救命処置に対し理解を得ることが重要   

となります。基本的には終末期調査で救命処置の希望なしとの意向であっても、治療に必要と判断

されれば救命処置は行われるべきだと考えます。「人工呼吸器

を装着したら二度と外すことができない」、「呼吸器装着は延命

処置である」、といった先入観にとらわれないように、必要な 

蘇生処置を適切・迅速に行い、防ぎえる死（preventable death）

をゼロにするように細心の注意を払うことが大切です。 

皆様の健康が維持され、救急外来を利用されることがない 

よう願っておりますが、万一の急病の際は、安心して当院を 

利用していただけるように日々努力を重ねておりますので、 

今後共よろしくおねがいいたします。 

 

 

 

 

「認知症サポート医」の資格を取得しました。 

役割としては認知症の方の医療・介護に関わるかかりつけ医

や介護職へのサポート、地域包括支援センターを中心とした

多職種の連携作り、かかりつけ医認知症対応力向上研修の

講師や住民等への啓発などがあります。 

患者さんの認知症の診断・治療のほか、支える立場の家族

や介護者の方からの相談に対応し様々な方面と連携を図り、 

患者さんが地域で安心して過ごせるお手伝いをしたいと   

思います。お気軽にご相談ください。 

訪問看護ステーション青空  
 

〒713-8102 倉敷市玉島 750-1 

TEL(086)523-6233  FAX(086)526-5513 

管理者 小山 律子 
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【 平成２９年度 永年勤続表彰者 】 

 

◯ ２０年勤続表彰 ◯ 

森元 真理江：プライムホスピタル玉島 看護部 看護師長 

たくさんの経験をさせていただき成長できた２０年です。多くの方々の支えがあり感謝して     

おります。これからも「来て良かった」と思ってもらえる職場作り、病院作りをしていきます。 

有馬 幸江：介護付有料老人ホーム松平 施設長 

 今回の表彰は自分の力と言うよりは先輩方や同僚、家族によっていただけたものだと思います。 

今後も、利用者の方や職員と一緒に笑いあう職場を目指して頑張りたいと思います。 

池田 晴美：プライムホスピタル玉島 看護部 看護師 

 上司・スタッフの方々に多くのことを教わり２０年仕事を続けてくることができました。これからも１日

１日を大切にし、頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

◯ １０年勤続表彰 ◯ 

松岡 和枝：プライムホスピタル玉島 看護部 看護師 

 気がつけば１０年です。いろんな事がありましたが今まで続けられた事に感謝します。 

高田 延子：プライムホスピタル玉島 看護部 看護師 

 １０年はあっという間に過ぎました。同僚・先輩・家族の支えのおかげで無事迎えられました。    

これからも頑張ります。 

石井 久美子：プライムホスピタル玉島 歯科 歯科衛生士 

 過ぎてみれば早かったですが、多くの事を学ばせていただき充実した１０年間でした。これからも

微力ながら頑張っていこうと思います。この度は表彰をしていただきありがとうございました。 

片島 清美：訪問看護ステーション青空 看護師 

 あっという間の１０年。自身辛い体験をし、職場の方の支えがあり乗り越えることができました。   

この体験を活かし少しでも力になれるよう頑張ります。 

 

【 平成３０年度 永年勤続表彰者 】 

平成３０年度 

◯ ３０年勤続表彰 ◯ 

野口 秋代：介護付有料老人ホームニューエルダー 看護師 

３０年永年勤続ありがとうございます。５日間の特別休暇を有意義に使わせていただきます。ここまで

勤務できたのも名誉院長先生をはじめ、皆様方のおかげだと思っています。有難うございました。 

◯ ２０年勤続表彰 ◯ 

西本 千春：プライムホスピタル玉島 看護部 看護師 

子育てと仕事の両立で、あっという間に２０年経った感じです。３０年に向けてがんばるぞー！ 

中川 初美：プライムホスピタル玉島 看護部 看護師 

早いもので就職して２０年が経ちました。これからも体力が続く限り頑張れればいいなと思います。 

亀山 美津枝：プライムホスピタル玉島 看護部 看護師 

気づいたら２０年ですね。定年退職後もこうして仕事ができるのも皆様のおかげです。体に気を 

つけて頑張っていきたいと思います。 
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大橋 英雄：プライムホスピタル玉島 薬剤部 薬局長 

皆様のおかげで２０年。２０年長いようで短いようであっという間でした。 

山本 真由美：老健ニューエルダーセンター 介護課 課長 介護福祉士 

２０年間勤めさせていただくことができましたのは名誉院長先生や院長先生をはじめ、先輩や 

上司の方々のご指導、いつも支えて下さった職員の皆さん、そしてここにいる同期の存在があった

からだと心より感謝しています。介護の仕事は大変奥深く、まだまだ多くのことを学びながら、    

ご利用者やご家族の力になれる様頑張って行きたいと思っています。皆さん今後とも、ご指導、  

よろしくお願いします。本当にありがとうございました。 

新屋 ミドリ：老健ニューエルダーセンター 介護課 介護福祉士 

酒井 恵：老健ニューエルダーセンター 介護課  介護職 

西村 陽子：老健ニューエルダーセンター 介護課 介護福祉士 

 

◯ １０年勤続表彰 ◯ 

田井 奈々絵：プライムホスピタル玉島 地域連携 ソーシャルワーカー 

 周囲の皆さんに支えてもらって過ごした１０年でした。これからも感謝を忘れず、コツコツ頑張って

いきたいと思います。 

蓑田 泰美：訪問看護ステーション青空 看護師 

 あっという間の１０年でしたが周りの方たちに助けられ何とかここまで来ることができました。今後も、

精一杯勤めますのでよろしくお願いします。 

酒井 美保：老健ニューエルダーセンター 介護課 介護福祉士 

小林 千恵：老健ニューエルダーセンター 介護課 介護福祉士 

坪井 桂子：ニューエルダー指定居宅介護支援事業所 主任介護支援専門員 

大島 修：介護付有料老人ホーム松平 介護福祉士 

三宅 浩子：老健ニューエルダーセンター 看護課 看護師 

 

【 ✍プライムホスピタル玉島 Facebook 】 

 

プライムホスピタル玉島は、フェイスブックにアカウントを持って

います。院内での勉強会や誕生会の様子など様々な情報を  

発信しているので、ぜひ検索してみてください！『いいね！』   

よろしくお願いします！ 

https://www.facebook.com/医療法人賀新会-プライムホスピタル玉島-旧-玉島第一病院-286652421458706/ 

 

ニューエルダー指定居宅介護支援事業所 
 

 
〒713-8102 倉敷市玉島 1333-1 

TEL(086)526-6111 FAX(086)522-2950 

管理者 山根 拓真 
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【第 3 回中国地区介護老人保健施設大会 in 鳥取 

「老健 多職種協働の輪の中で」～地域に根差した介護の種～ 】 

 

平成３０年８月３０日・３１日に第３回中国地区介護老人保健施設大会 in

鳥取「老健 多職種協働の輪の中で」～地域に根差した介護の種～があ

り、老健ニューエルダーセンターより２名の職員が発表をしました。 

 

「もっとレクリエーション！！」 

近年、職員のマンパワー不足や年々上がる入所者の介護度等により、 

レクリエーションの内容や質が変わりつつある。入所者、職員共に楽しい

時間が増えることを願い、５分間のレクリエーションを提案、実施した。 

老健ニューエルダーセンター 介護課 長森久子 

 

「在宅での生活を継続していくために リハビリ短期集中合宿」 

身体機能を向上させ、より良い在宅生活を継続していくため

に、通常提供するリハビリより多くのリハビリを行う短期集中合宿

を開始した。合宿に参加したことで QOLの向上につながった。 

老健ニューエルダーセンター 介護支援専門員 小坂陽裕 

 

 

【 エルダー祭 】 

 

平成３０年６月２日、「民舞 ひばり会」に 

よる銭太鼓の披露があり、大変盛り上がり  

ました。 

各棟より、ご利用者さまと協力して作成した

貼り絵の展示もあり、とても華やかなエルダー

祭となりました。 

 

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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【 新人歓迎会 】 

 

平成３０年６月６日に新人歓迎会を行い、  

今年もバレーボール大会を開催しました。   

今回は、施設関係なく混合チームを作り試合を

行いました。「普段関わることのない部署の方と

も交流ができよかった」という声がありました。 

景品などもあり、充実した歓迎会となりました。 

 

【 花火大会を行いました ～介護付有料老人ホーム松平～ 】 

 

平成３０年８月２９日、毎年恒例の花火大会を施設の駐車場で行いました。夕暮れから      

薄暗くなっていく風景を楽しみながらのレクリエーションでした。手持ちの花火や小さな打ち上げ 

花火を輪になって鑑賞しました。ボランティアさんの中に小さなお子さんや子犬の参加もあり過ぎ 

行く夏を一緒に楽しむことができました。 

 

 

デイサービスニューエルダー 

〒713-8102 倉敷市玉島 1661-1 

TEL(086)526-6122 FAX(086)526-6122 

 

管理者 笠原 明将 

介護付有料老人ホーム松平 
 

〒710-0802 岡山県倉敷市水江 868-1 

TEL(086)441-6211 FAX(086)441-6212 

 

施設長 有馬 幸江 
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【 介護付有料老人ホームニューエルダーの紹介 】 

 

介護付有料老人ホームニューエルダーでは、毎月行事を行っております。 

５月には近くの溜川公園にお弁当を持って出かけました。春風が爽やかで食欲も増し、楽しく散策

できました。 

６月は良寛荘に出かけ、会席料理に舌鼓。いつもより沢山のおかずにもかかわらず、皆さんペロリ 

と召し上がっていました。 

７月は大正琴の演奏会をしていただきました。よく響くテンポの良い演奏に、思わず口ずさむ方も 

いて、懐かしい曲をたくさん披露していただきました。はまなすの会の皆様、ありがとうございました。 

 

 

 

 

【グループホーム ニューエルダーの紹介 】 

 

グループホームニューエルダーでは、運営推進会議を２か月

に１回行っています。ご利用者さま、ご家族さま、ご近所の方、

玉島東高齢者支援センター職員などに参加していただき、活動 

報告や認知症などについての勉強会、行事への参加のお願い

などをしています。 

 

施設長 井手 きり子 

介護付有料老人ホーム 

ニューエルダー 
〒713-8102 倉敷市玉島 1661－7 

TEL(086)523-5500 FAX(086)526-6520 

 

グループホームニューエルダー 
 

〒713-8102 倉敷市玉島 3112 

TEL(086)526-3375 FAX(086)526-5513 

 

管理者 江草 由佳 
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【 岡山生活行為向上マネジメント事例

検討会を開催致しました 】 

 

平成３０年８月２６日プライムホスピタル玉島で、岡山生活

行為向上マネジメント事例検討会を開催致しました。岡山県

内の病院・施設の作業療法士がグループワークで事例発表を行いました。当法人よりリハビリ課の

川上が発表しました。今回の事例検討会を終えて、対象者を取り巻く環境の中で２４時間３６５日の

生活をマネジメントすることの難しさを感じました。グループディスカッションでは違う分野の方の 

視点で意見を頂けて介入の仕方、多職種、家族との連携、家族の心的サポートの方法等を改めて

学ぶことができました。この経験を活かしてその人らしい生活を送っていただけるように生活行為 

向上マネジメントを使っていきたいと思います。 老健ニューエルダーセンターリハビリ課 川上幸恵 

【 老健ニューエルダーセンター 改装終わりました！！ 】 

 

老朽化しておりましたゼウス棟の改装、ニューエルダーセンター

本館の外壁工事等をすすめておりましたが、このほど無事に工事

が完了しました。これもひとえに皆様のご協力のお陰と心より感謝

いたしております。また、工事期間中は皆様にご不便とご迷惑を 

おかけしましたことを改めましてお詫び申し上げます。これを機に

職員皆が新たな気持ちで地域の福祉の発展に努めてまいる覚悟

でございますので、今後ともご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

発行： 医療法人賀新会 新聞委員会 

・訪 問 看 護 ステーション青 空  

〒713-8102 倉敷市玉島 750-1 

TEL(086)523-6233  FAX(086)526-5513 
・グループホームニューエルダー 

〒713-8102 倉敷市玉島 3112 

TEL(086)526-3375 FAX(086)526-5513 
・介護付有料老人ホームニューエルダー 

 〒713-8102 倉敷市玉島 1661－7 

TEL(086)523-5500 FAX(086)526-6520 
・介護付有料老人ホーム松平 

〒710-0802 岡山県倉敷市水江 868-1 

TEL(086)441-6211 FAX(086)441-6212 
 

・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 

・ニューエルダー指定居宅介護支援事業所 
〒713-8102 倉敷市玉島 1333-1 

TEL(086)526-6111 FAX(086)522-2950 

・デイサービスニューエルダー 
〒713-8102 倉敷市玉島 1661-1 

TEL(086)526-6122 FAX(086)526-6122 

医療法人 賀新会 

・プライムホスピタル玉島  
〒713-8102 倉敷市玉島 750-1 TEL(086)526-5511 FAX(086)526-5513 
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