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安全で安心できる医療の提供 院長

理事長・院長 本松茂

新型コロナに翻弄されたこの1年あまり、私が胸を張って自慢できることの1つは、

職員全員が新型コロナに感染しなかったことです。

発熱外来でPCR検査を多数の患者さんに行い、コロナ患者さんの入院も多数受け入

れてきたにも関わらず、スタッフの誰一人感染することなく経過できています。それ

は、職員一人一人が医療人としての自覚を持ち、自身の健康管理をしっかり行ったこ

と、訓練を繰り返すことによって基本的な感染対策を身に着けたことに尽きると思い

ます。また、病院入り口で入館者の体温チェックを厳密に行い、危険と判断される事

例は発熱外来に回して万全の態勢で診療するなど、組織的な対応でコロナ感染者の入

館を水際で防いだことも大きいと思います。今まで我々が取り組んできたことが間違

いではなかったと確信できる1年でありました。

さて、今回のテーマは安全で安心できる医療です。患者さんの生命を預かる以上、

安全で安心できる医療サービスは、医療を生業とする者全てにおいて基本中の基本に

位置付けられます。これまでも当院の取り組みは外部調査でも評価され、日本病院機

能評価機構の認定も受けております。これに甘んじることなく、昨日より今日、今日

より明日とさらに進歩していかなければなりません。今後もどうか、ご指導ご鞭撻を

よろしくお願いいたします。

２

令和３年７月吉日



診療費自動支払機の導入 医事課

３

受付では、引き続き、入り口にて検温、新型コロナウイルス感染症対策用問診票を確認

させていただきながら受付をしています。

受付にはビニールカーテンを設置、受付回りを常に消毒液で拭き、診察券、保険証や会

計での金銭の受け渡しは、トレーを使用させていただいて直接接触しないよう気を付けて

います。また、問診票の記入で使用したボールペンは、消毒済みと使用後に分けて消毒を

徹底しています。

2021年4月より、診療費自動支払機を導入いたしました。
6月よりクレジットカードでの支払いも可能です。
（VISAⓇ、MasterCard Ⓡ 、JCB Ⓡ 、 JACCS Ⓡ

AMERICAN EXPRESS Ⓡ 、Diners Club INTERNATIONAL Ⓡ）

取扱い窓口・取扱い時間

診療費：診療費支払機（医事課受付前）

9：00～17：30 / 平日

9：00～12：00 / 土曜日
健診料：健診センター受付

8：30～16：30 /平日

8：30～12：00 / 土曜日

笑顔を忘れずに患者様が安心して受診できるよう、継続していきます。



新人教育 看護部

４

今年度4月に、新人看護師が3名入職しました！！

フレッシュな新人看護師はとても生き生きと、目はキラキラとさせ、やる気に満ちてい
ます。そんな姿を見ていると、私たちスタッフも刺激され一緒に頑張ろう！！と日々業務
に励んでいます！！

今年度の新人は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、医療現場での実習がほとん
ど経験できませんでした。臨床での患者さんとの関りの中から看護の学びを習得する機会
がなかったため、そのことをスタッフ全員が理解し、新人看護師の想いを大切にしながら
丁寧な指導を心がけています。

看護部の理念にあるように、「地域の皆様に安心できる心のこもった看護の提供」が出
来るように心がけ、新人看護師が自己の成長を実感できるよう、また看護の楽しさや、や
りがいを見出しながら看護を行えるように、看護部全体でサポートしていきたいと考えて
います。

当院では下記の職種の募集をしています。

奮ってご応募ください。

・医療相談員（社会福祉士有資格者もしくは実務経験者）

※新卒不可

・看護師（新卒・既卒）・看護助手

・医療事務パート

・診療情報管理士

詳細はこちらのQRコード
より、ご確認ください

URL: http://www.kyosai-hosp.or.jp/recruit

採用情報

http://www.kyosai-hosp.or.jp/recruit


当院の活動について 医療安全管理委員会

５

私達、医療安全管理委員会は当院に来院される方が安心して医療を受けられるように、院内

全体の医療環境を整える役割を担っています。現在のコロナ禍においては感染予防対策に重点

を置き、感染対策委員会と連携をとって活動していますが、院内ではそれ以外にも様々な事例

が発生します。それらの事例を一件ずつ丁寧に検討し対策をたて、さらに安全な環境を提供でき

るように努めています。共済病院の基本理念である「安全で安心できる医療」に基づき、患者様

そして御家族の皆様のご希望を尊重したうえで、その病状に応じた適切な医療を提供しています。

ここで共済病院における医療安全管理委員会の主な活動についてご報告致します。

1.医療安全管理委員会の開催

毎月1回各部門の担当者により開催されており、インシデント、アクシデントリポートの分析検討

や問題解決について議論しています。レポートについては予めリスクマネジメント委員会にて各

部門の担当者より報告を行っており、今後の対策を検討したうえで医療安全管理委員会にて

提言を行っています。また、同委員会において、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理

責任者からの報告、検討を行っています。委員会で決定された安全対策は速やかに各部門に

フィードバックされ実践されています。

2. 医療安全マニュアルの作成、見直し

定期的にマニュアルの作成、見直しを行っています。

3.医療安全ラウンドの実施

医療安全管理担当者により定期的に病棟、

診療部門などをラウンドし危険事案の検討、

対策を話し合っています。

4.医療安全に関する研修会の実施

年2回、全職員を対象に医療安全に

関する研修会を実施しています。

昨年度より新型コロナウイルス感染症の

影響のためWeb視聴によるe-ラーニング研修

となりましたが、個々の医療安全に対する

意識の向上を図っています。

また、一昨年より自治医大さいたま医療センター病院の医療安全管理室と連携し、年1回医療

安全ラウンドを実施し現状について意見交換と評価を行っており安全対策の標準化を推進し、質

の向上を図っています。

このような取り組みを続けることで、患者さんが安全安心な医療を受けられるよう、安全かつ質

の高い医療サービスを提供できるよう努めていきたいと思います。



新型コロナウイルスのワクチン接種 感染対策委員会

６

新型コロナウィルスと騒がれ始め、昨年の3月からそれまで以上の新たな感染対策に取

り組み、又、新型コロナ患者の受け入れを行ってきました。埼玉県は、医療が逼迫してい

ると言われる中、微力ながら、地域に貢献する医療をモットーに共済病院の職員として

各々が奮闘しています。

感染対策としては、病院入口の玄関の入館チェックは、全ての所属部署が､一度は経験し

ているように、院内全体で大切に取り組み続けている仕事の一つです。各々の自覚もあり、

一年以上続くコロナとの戦いですが、院内感染“ゼロ“は誇れるのではないでしょうか。

最近では、新型コロナワクチン接種が新たな業務となり、健診センタ-で対応しています。

3月中旬には院内従事者のワクチン接種を開始し4月中旬には接種完了しました。4月中旬

より近隣の医療従事者の方々に計画的にワクチン接種を開始し、6月の現在では、一般高

齢者の方々の接種に携わっています。初めてのワクチンであるため副作用が騒がれる中、

接種後の観察待機に医師と看護師が専任で備えたり、又、ワクチンの注射器充填には1日

100本以上の日もある中、薬剤師が専任で安全に充填および管理しています。ファイザー

社のワクチンは3週間の間隔を目安に2回の接種が必要です。予約が困難との対応に、1回

目の接種で3週間後の2回目の接種の予約確認するように事務も奮闘しています。

これから暑く体調を崩しやすくなる時期ですが、皆さん水分をしっかりとり、体調管理

に努め、コロナに負けない日々をお送りください。

●空調設備の充実

空気清浄機の購入をすすめたり、エアコンや空気交換機

をまめにメンテナンスし空気清浄管理に努めているととも

に、常に新鮮な空気を取り込めるように外調機の設定・対

応しております。

●感染対策物品の充実

手指消毒や感染対策用品にも費用を投下し、院内感染予

防にも努め、患者様や職員が安心安全に過ごせる環境づく

りに心がけております。

医療スタッフを支える部門として 総務課



MRI検査の注意事項 放射線科

７

ＭＲＩ検査を受ける際は、

身に付けている物には十分気をつけましょう!

Canon MRI装置 vantage Elan

当院にMRI装置（キャノンメディカル社製）
が導入されて、2年近く経過いたします。
今回は、MRIの注意事項について、お伝えします。

強い磁場を使っているため、ＣＴ検査とは違い、
ＭＲＩならではの注意事項があります。

検査前には下記の禁止物を持ち込まないために、
更衣をお願いしております。

ご協力のほどよろしくお願いいたします。

禁止物 起こる可能性がある現象

湿布 火傷

カイロ
カイロ内の鉄成分が飛び、

ＭＲＩが故障

外せる入れ歯 入れ歯が外れて飛ぶ

刺青（イレズミ） 火傷、変色

アートメイク 火傷、変色

ラメ入りアイシャドウ 火傷、画像の歪み

カラーコンタクトレンズ 火傷

頭に振りかける育毛剤 育毛剤が飛び、ＭＲＩが故障

ヒートテック素材の衣類 火傷

大量の汗 火傷

体内にある医療用機器 医療用機器の誤作動、故障

体内にある金属片 画像の歪み

表 MRI検査の持ち込み禁止物とその影響で起こる現象



夏の熱中症対策 栄養科

おいしく水分・塩分補給
熱中症が気になる季節になりました。コロナ禍で長引くマスク生活の中で、息苦しさや

蒸し暑さを感じることも増えてくるでしょう。またコロナ感染症との見極めも判断に迷う

ことがありそうです。熱中症で救急搬送される多くが高齢者で、ほとんどが室内での発症

です。高齢者は暑さや喉の渇きを感じにくく、室内の温度管理や水分補給が不充分であっ

たり、食事摂取量が低下して脱水になりやすいことが原因です。ただし、むやみに飲料を

がぶ飲みしたり、塩辛いものを摂りすぎるのは好ましくありません。

今回は毎日の食事でおいしく無理なく水分や塩分を補給するための料理をご紹介します。

しっかり食べて元気に夏を乗り切りましょう。

ガスパチョ

スペインの定番冷製ス－プ

＊1人分 エネルギ－142kcal 塩分1.5ｇ

－材料－（4人分）
・完熟トマト
・赤ピ－マン
・きゅうり
・フランスパン（バケット）
・にんにく
・オリ－ブ油
・ワインビネガ－
・冷水
・塩
・胡椒・パプリカ粉末
・パンの角切り、チ－ズ、バジルの葉

－作り方－

①トマト、きゅうりは皮をむいてざく切りにする

②赤ピ－マンは種を取ってざく切りにする

③フランスパンはすりおろす(パン粉でも可)

④野菜をミキサ－にかけ、全体が混ざったら、フランスパンを入れて、ミキサ－をかける

⑤にんにく(すりおろす)、オリ－ブ油、ワインビネガ－、冷水を加え塩胡椒、粉末パプリカ
で味を調え、冷蔵庫で冷やす

⑥パンの角切り、チ－ズ、バジルの葉をトッピングして出来上がり

9

2個
大1個
1本
¼本
1かけ
大さじ2
大さじ2
500㏄
小さじ1
少々
お好みで

８

水分250㎖
塩分1.5ｇ

―おすすめポイント―
野菜を加熱しないので
栄養素の損失が少ない



9

レモングラスとライムのソーダ

＊1人分 エネルギ－198kcal 塩分0.3ｇ
－材料－（4個分）
・プレ－ンヨ－グルト
・はちみつ
・甘夏
・生クリ－ム
・砂糖
・ミントの葉

甘夏とヨ－グルトの
フロ－ズンカクテル

＊1人分 エネルギ－63kcal 塩分0ｇ
－材料－（2人分）
・レモングラス（乾燥）
・水
シロップ
・はちみつ
・ライム果汁
・炭酸水（無糖）
・ライム薄切り

200㏄
大さじ2
1個
100㏄
20g
お好み

1g
200㏄

大さじ2
大さじ2
400㏄
2枚

－作り方－
① 小鍋にレモングラス、水を入れて加熱

し、沸騰したら弱火にして2～3分煮込
み、火を止めてはちみつを加えて冷ま
し、濾して冷蔵庫で冷やしておく（レ
モングラスシロップ）

② グラスに①のシロップ大匙2、ライム
果汁を入れてかき混ぜ、炭酸水をそそ
ぎ、ライムの薄切りを添える

－作り方－
① 甘夏は皮をむいて､袋から果肉を取り

出し、フォークで荒くほぐす
② プレ－ンヨ－グルト、はちみつ、甘

夏の果肉を混ぜ合わせる
③ 生クリ－ムに砂糖を加え八分立てに

泡立て②に加え、冷凍庫で冷やし固
める（途中1～2時間おきに取り出し
かき混ぜるとふんわり仕上がる）

④ ふちを水で濡らし塩をつけたカクテ
ルグラスに盛り付ける

⑤ 甘夏の果肉や皮の甘煮、ミントの葉
を飾る

＊熱中症を防ぐヒント＊
① 適度な室温環境を維持
② 喉が渇く前に、こまめな水分補給（がぶ飲みは避ける）
③ バランスよい食事で栄養補給
④ 徐々に暑さに慣れる （5～6月頃から軽く汗ばむ程度の運動が効果的）

９

水分103㎖
塩分0.3ｇ

―おすすめポイント―
グラスにつけた塩を少し
つけながらいただくと
甘さがひきたちます

水分220㎖
塩分0ｇ



安心して退院するための病棟～地域包括ケア病床～
リハビリテーション科

１０

共済病院は、平成28年７月１日に地域包括ケア病床を開設いたしました。『地域包括ケ

ア病床』とは、在宅復帰に向けた退院支援を効率的に提供するため、平成 26 年 4 月から

国の制度として導入された病床です。治療を受ける病棟で病状が安定し、退院を検討して

いく段階になったら地域包括ケア病床に移っていただき、ご自宅に安心して退院していた

だけるようリハビリテーション（以下リハビリ）や在宅サービスの調整を行います。また、

自宅で長期に療養されている方の入院も受け入れ、入院中は患者様がより生活しやすくな

るようにリハビリを行なっていただき、この間、ご家族には休息をとっていただく社会的

入院も行っております。

地域包括ケア病床には、リハビリのセラピストが常駐しており、患者様一人ひとりに

あったリハビリメニューを考え実施しております。入院生活中でも、季節ごとにイベント

を企画し、少しでも患者様に楽しんでいただけるよう頑張っています。

患者様やご家族の思いを聞き、医師、病棟看護師、リハビリスタッフ、相談員で退院へ

の課題や解決方法を話し合い、目標を共有しながら退院支援を行なっていきます。私たち

共済病院スタッフは、患者様の「住み慣れた場所で暮らしたい」という思いに応えられる

ように、微力ながらお手伝いさせていただきます。

編集後記

（Mr. M）

今年は東日本大震災から１０年の節目の年です。近年はゲリラ豪雨による水害もあ

ります。院長の目指す病院像は、地域で何かあった時に頼りになる病院と言っており

ます。安全で安心の医療を提供の一環として、新型コロナウイルスに加えて、自然災

害への備えも、病院として、個人として忘れずに過ごしていきたいと思います。


