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七夕コンサートを開催しました

看護の日を終えて

今後もさまざまなコンサートを予定しておりますので、ご期待下さい。（次回は12月に開催予定）

「看護の日」というのをご存知でしょうか？

1990年に厚生労働省が5月12日（ナイチン
ゲールの誕生日）を「看護の日」と定めま
した。
「看護週間」の期間をさだめ、この期間、
看護の日の心を広く伝えるイベントが全国
で行われます。

当院でも、5月12日・13日に看護の日の
イベントをおこないました。患者様・職員
からの俳句を募集して掲示をしたり、骨塩
定量・体脂肪の無料測定・看護体験を実施
し、多くの方にご参加・ご協力を賜りたく
さんの笑顔をいただきました。

毎年おこなっておりますので、是非みなさま
お気軽にご参加ください。

7月4日（土）、当院1階外来にて七夕コンサートを開催いたしました。
療養中の患者様に癒しのひと時を過ごして頂きたいとの気持ちからコンサートを開催しま
した。
このような催しは初めての試みでしたが、患者様やご家族の方、病院周辺の皆様など50名
以上お越しになりました。
今回は【ヘルマンハープ　アンサンブル・ローズマリー】のみなさんをお迎えし、体験も
含め全１３曲のメニューで演奏していただきました。
ハープを始めとした美しい楽器の音色に合わせ患者様も一緒に歌われ、また「きらきら星」
の体験演奏もあり楽しく、心癒される時間を過ごされました。
患者様の歌声に職員も元気をもらいました。

　１．たなばたさま
　２．夏の思い出
　３．浜辺の歌
　４．大きな古時計
　５．パッフェルベルのカノン
　６．エーデルワイス　
　７．アメージンググレイス
　８．上を向いて歩こう
　９．テネシーワルツ
１０．川の流れのように
１１．体験：きらきら星　
１２、アベマリア
１３．ふるさと

七夕コンサートに参加して

本当に楽しかったです。演奏は弾いてみますといったものの、
どないなるかと思いましたが、割と簡単に音が出るんですね。
いい体験をしました。
病院では声を出すことがないので、歌を大きな声で歌えたこと
が一番よかったです。音楽を聴くのもいいですが、みんなで
歌って発散できました。
歌によって、昔のことが走馬灯のように思い出されて、特に
「ふるさと」の歌の時は涙が出そうになりました。またお願い
しますね。

プログラム

１．地域に根ざした医療サービスを提供します。 
２．安全でかつ安心な医療サービスを提供します。 
３．組織横断的なチーム医療を推進していくことで、医療の質の向上を目指します。 
４．法を遵守し、患者様の権利を尊重するとともに、情報開示を推進します。 
５．医療人としての使命と責務を自覚し、知識と技術の研鑽に努め、また次世代の良質な医療人の
　　育成を支援します。 
６．以上の活動について、内容を継続的に見直し、改善に努めます。 

【日　　時]　 10月18日（日）
　　　　　　　9時～12時　13時～16時
【場　　所]　 城東中央病院　玄関前
　　　　　　　（検診車での実施）
【検診内容] 　マンモグラフィ検査
　　　　　　　（たて・よこ2方向）

乳がん検診
のご案内

詳細は事務課までお問い合わせください

ヘルマンハープとは…
ヘルマンハープは、ダウン症を背負ってこの世に生まれた息子のために、
ヘルマン・フェー氏が生み出したバリアフリー楽器です。



薬剤科では薬剤師が調剤しているというイメージがある
でしょうか。
しかし、現在は医薬分業が定着し、外来で処方された薬は
院外の保険薬局で貰われることが多くなってきています。
これは近年、医療の高度化、複雑化、そして高齢化社会が
進む中、医療を取り巻く環境は大きく変化してきており、
その中で薬剤師も例外なく、この環境への順応を求められ
ています。保険薬局薬剤師は医・薬連携を進め、地域に密着した地域住民に信頼される身近な
薬局を目指し、病院薬剤師においては、外来患者様への調剤中心から入院患者様への服薬指導
をはじめとする病棟活動へと転換が図られつつあり、チーム医療の一員としての役割を担うこ
とを期待されています。
このように医薬分業が進む中、当院では外来患者様への調剤業務は院内で行っており、また入院
患者様への調剤業務や服薬指導等も行っています。
これは院内で医･薬連携がされていることと同様であり、患者様の外来⇔入院の薬物治療の情報
が共有され、治療が有効かつ安全に行える強みがあります。
もちろん、他の医療機関へ移られる患者様へは、移られる先へ情報提供も行っております。
外来、入院問わず薬の事は当院薬剤師へご相談下さい。

医療の質を確保するための方策の 1つとして、医療安全
の教育を推進していくことがあると考え、当院では定期
的に職員対象の医療安全教育をこれまでも実施してきま
した。
本年度は、その教育内容ならびに教育方法を見直して
実施することで、医療安全をさらに推進していき、
患者様に安全で安心な医療を提供できる体制を構築し
ていきます。医療安全教育に対する本年度の取り組み
について報告します。

医療安全への取り組みについて：医療安全教育の実施
城東中央病院　TQM 推進室　田中宏明

【医療安全教育の体系化】

教育内容の整理
医療安全を考える上で必要な内容は多種多様
であり、それらを整理することで、職種・職
歴・役職に応じた医療安全教育が実施できる
と考えています。その中でも本年度は特に、
危険を予知する能力の養成、それをどのよう
に報告し、分析するべきかを教育内容の重要
項目としました。

教育方法の見直し
①　受講者増加のための方策：同じテーマ
　　を複数回実施し、なるべく多くの職員
　　に受講できるような方法にしました。
②　聞くだけの教育から考える教育へ：
　　なるべく講義形式だけでなく、現場で
　　の問題点をグループディスカッション
　　するように変更しました。

【医療安全教育受講者の公開】

これまでに 2 回の危険を予知する能力養成のための教育
（KYT※演習）を実施しました。
参加者数と受講者の理解度に対する推移は右表の通りです。

【今後の予定】

今後も医療安全推進のために、
以下の内容について教育を
実施します。

医療安全について：4回
感染制御について：2回
情報管理について：2回

薬剤科より

６月５日　ふれあい看護体験から

私たちは、看護体験で「患者様とのふれあいを通し、看護することや、人の命について理解と
関心を深める機会を提供したい」と思いました。
今回は、将来看護師を目指す高校生 2名の応募がありました。初対面はやはり緊張ぎみで、ぎこ
ちない格好でナース服に着替えた時ニコ！とした笑顔が印象的でした。
「患者様とコミニケーションをとる中で「ありがとう」の言葉を聞きとても嬉しい気持ちになり、
やっぱり看護師さんになりた
い気持ちが大きくなった。
短かったが、看護師の仕事を
沢山知ることが出来た、一段
と看護師になろうという意思
が強くなった」と感想を添え
てくれました。
城東中央病院看護部は今後も
看護に関するイベントを企画
し、皆様に「看護」を身近に
感じて下されば、と考えてい
ます。
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KYT演習①
（参加：127名）

KYT演習②
（参加：114名）

0. 回答なし

1. 全く理解していない

2. あまり理解していない

3. 普通

4. 理解している

5. 大変理解している

医療安全教育を受講した職員には、名札にシールを貼っています。
また、シールを貼っていない部門でも、部門内で伝達し、全職員が医療安全に
対する意識を向上するようにしています。

【医療安全教育の実施状況】

（※）KYT：工事や製造などの作業に従事する作業者が、事故や災害を未然に防ぐことを目的に、その作業に潜む
危険を事前に予想し、指摘しあう訓練である。ローマ字による表記 Kiken Yochi Training の頭文字をとって KYT
と呼ぶ。最近では医療業界でもこの手法を用いて、医療安全に取り組んでいる病院が増えてきている。
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