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新しい訪問診療のスタイルに

～在宅訪問診療に事務職員が同行開始！～

今までは医師と看護師で訪問診療を行っていました
が、増加する訪問看護の依頼に対応するために、医師
と事務職員が訪問するスタイルに変更しました。
しかしながら、訪問している患者さん全員ではなく、

比較的軽症の患者さんに限定して同行しています。今
まで行ってきた訪問診療から質を落とさないために事
務職員、医師、看護師で何度も協議した上で、7月よ
り開始しています。
事務職員は、看護師のような技術や知識はありませ

んが、保険証確認や書類の説明、支払い制度に関する
ことなど活躍できる場面は多くあります。
診療の合間に様々なお話をしてくださる患者さんが

多く、私達も勉強をさせていただいています。良質な
診療を提供できるよう改善をしながら取り組んでいき
たいと思います。今後ともどうかよろしくお願いいた
します。

在宅医療センター長 望月 一生



中・高生の職場体験の受入れ
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TQM発表大会の結果報告

今年度のTQM活動のテーマは“コスト
削減”ということで半年間の改善活動を
行いました。在宅医療センターでは、移
動手段の効率化という当センターならで
はのコスト削減に取り組みました。
今回の活動を通して、改善活動は、発

表するだけでなく、効果として得たもの
をスタッフが日々、意識して行動に移し
て継続していくことが必要であり、そし
てその結果から得たものをどのように生
かしていくかが、今後の活動テーマにつ
ながると気付くことができました。

今回のTQM活動を通して感じたことは、みんなの力が一つになったときの団結力は
“ハンパない”ということです。TQMメンバー同士の協力はもちろんのこと、今年は
TQMメンバーではないスタッフも積極的に活動に協力してくれた姿を多くみかけました。
まさに今年はチームワークの勝利ではないかと思います。これからも良いチームワーク
でTQMの常勝軍団を目指していきます。

在宅医療センター TQMチーム一同

当院では、将来、医師や看護師などの医療職と
して医療現場で働くことを夢見る学生さんに対し
て、職場体験の受入れを行っています。
今年度は、5月から8月の4か月間で、飯塚市内

の中学校（3校）、高校（1校）より、9名の学生
さんに頴田病院の業務を体験していただきました。
医師志望の学生さんには白衣を、看護師志望の

学生さんにはナース服を着てもらい、外来、病棟、
在宅医療センターでの業務体験の後、お昼には患
者さんに好評な栄養管理部が調理した給食を召し
上がっていただきました。
新鮮で謙虚な気持ちを持った学生さんからたく

さんのパワーをいただき、当院にとっても実りあ
る時間を共有できました。
今回の職場体験が、進路選択のきっかけとなれ

ばとても嬉しく思います。
事務部 安永 勤



BLS研修の開催
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家庭医療学夏期セミナーへの参加

8月4日に神奈川県湯河原で開催された第30回学生・研修医のための家庭医療学夏

期セミナーに、頴田病院の医師9名で講師として参加してきました。

テーマは“行動変容”。禁煙や減塩食など患者さんが健康になるために“行動を変

える”ことをどうやってお手伝いするか、全国の医学生、看護学生、研修医の皆さん

と考えました。ポイントは患者さん一人一人の気持ちの段階を知り、その段階に応じ

たアプローチをすること。私たちが日頃の診療で意識していることを伝え、全国に行

動変容のタネを蒔くことができました。 家庭医 中邑 咲

今年も一次救命処置の実践研修会を9月4・5・6日の３日間で行いました。
医師によるスライド講習を行ったのち、ICLS研修を受けたインストラクター（看護師）

によるデモンストレーションを行い、グループワークを実施しました。
グループワークは、①倒れている人を発見し、“意識”“呼吸”“脈拍”を確認する、

②応援を呼び“院内のハリーコール（緊急時のアナウンス）”“救急カート”“AEDの持
参”を依頼する、③心臓マッサージを施し、AEDを使用する、という一連の流れを参加者
全員で行いました。
参加者からは、「初めての研修で緊張し、言うべきことが頭に浮かばないことがあっ

た」や「屋外で起こったときの疑問を医師に確認できたため、今後役に立てることができ
る」などの感想があり、充実した研修を行うことができました。

BLS委員会 定宗 華枝

https://2.bp.blogspot.com/-o667oR7Z474/Wfg1EQUC--I/AAAAAAABH20/w1-w9qT6-F4D1vaLVx9Kk0pP7R5d6ZbFwCLcBGAs/s800/medical_virus_koutai.png
https://2.bp.blogspot.com/-o667oR7Z474/Wfg1EQUC--I/AAAAAAABH20/w1-w9qT6-F4D1vaLVx9Kk0pP7R5d6ZbFwCLcBGAs/s800/medical_virus_koutai.png
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サガー先生からの学び

COPC活動のご報告

訪問診療の途中で、ちょうど訪問入浴サービスが

患者さんのお宅で準備をしているところに行き当た

り、「こんなサービスがあるのか」と驚いておられ

ました。先生からは当院の看護師他の職員のために、

老年期に多くみられる転倒や精神症状などについて

のレクチャーをしていただきました。

また、先生は地域に根ざした活動に詳しく、最終

日には頴田病院がどうやって地域の皆さんと関わっ

ていったら良いか、アドバイスやご意見をいただき

ました。

この経験を期に、私達が医療者として、同じ地域

の一員として、皆さんのお役に立てるかをより一層

考えて行きたいと思っています。

家庭医 赤岩 喬

9月10日からの2週間、頴田病院にアメリカからのお客様がお見えになりました。ピッツバーグ

大学の家庭医療養成コースに所属されているサガー・カンプラス先生です。先生は今年3月にも当

院にお越しいただき、半年ぶりの再訪でした。東洋医学にも興味をお持ちであり、2週間の滞在の

中で、飯塚病院と頴田病院の漢方外来を見学されました。

私は、「日本ではリハビリ目的で入院している患者さんがどのようにご自宅へ（または施設へ）

帰る準備をされるか」や「訪問診療ではどのような患者さんがいらっしゃるか」を実地見学を通し

てご紹介し、一緒に飯塚市の子育て支援事業やファミリーサポート事業の打ち合わせに行きました。

10月4日（木）にCOPC活動の一環として頴田地区の高齢者会食会に参加しました。

赤岩医師より“頻尿と転倒予防”について、セラピストより“頻尿予防の運動”について講演を

行いました。「転倒予防には、足首から足の指を鍛えることが有効」「頻尿予防には、骨盤底筋を

鍛えることが有効」などの説明をQ&Aや身近な内容を交えながら講演し、参加者の方々はとても

興味深く聞き入られていました。参加者の中から「どこでもできる運動なので良い」という声もい

ただき、今回の活動も盛況のうちに終えることができました。

今後もこのCOPC活動を通して、地域に貢献していけたらと思います。

医療相談部 木下 新二

コミュニティ・オリエンテッド・プライマリ・ケアの略で、地域を中心に問題解決ができるように

サポートする活動のこと。地域のみなさんがより健康に過ごすための方法を同定し、より良くする

方法を一緒に考えて支援していきます。

COPCとは
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【診療担当表】※平成30年10月15日現在

＊診療時間＊
●午前： 8：30～11：30（月～土）
●午後：14：00～16：30（月～金）

＊休診＊
●土曜（午後）・日曜・祝日・年末年始

＊お問い合わせ＊

医療法人博愛会 頴田病院
〒820-1114
福岡県飯塚市口原1061番地1
TEL 09496-2-2131（代表）

月 火 水 木 金 土

総
合
診
療
科(

午
前)

初診

吉田
桑原
渡邊
片迫

西園
堀之内
中邑
片迫

金
井上
木安
渡部

中安(吉田)
上野
小野

茂木
木安
松本
小野

当番制
(午前)

再診
(予約)

安田
武末
長谷川

吉田
長末
渡部
北野

茂木
松本
木村

金
赤岩
中邑

井村
小田
渡邊

大杉(月1)

(

午
後)

総
合
診
療
科

初診 赤岩 吉永/赤岩 小田 堀之内 松本

再診
(予約)

本田
深町

(15:30まで)
本田 本田 -

小児科

午前 家庭医 家庭医 家庭医 家庭医 家庭医

午後 赤岩
赤岩

近藤(月１)
小田

堀之内
一ノ瀬(要予約)

松本

ワクチン
(午後)

(奇週)渡邊
(偶週)中邑
（金）

- -
木安

（中安）
-

外科 家庭医 家庭医 家庭医 家庭医 家庭医

予
約
外
来

整形外科
(14:30～
16:30)

-
非常勤医
※紹介制

- -
非常勤医
※紹介制

内視鏡
（予約）

- 茂木
（上部のみ/午前）

- - 木村(午後)

甲状腺
(第2水曜:午前)

- - 萬代 - -

眼科
（午後）

- - 山中 - -

耳鼻咽喉科
（午前）

- - - - 非常勤医

禁煙外来
渡邊

(午前)
- -

木安
(午後)

-

婦人科
（午後）

- - -
松岡

中邑(10月)

渡邊(11月～)

-
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時事通信“インフルエンザ”

インフルエンザ予防接種のお知らせ

肌に触れる秋風が心地よい季節となりました。みなさま、いかがお過ごしでしょうか。

今回は毎年この時期になると気になるインフルエンザについてお話します。

インフルエンザは、ウイルスに感染することによっておこる病気です。主な感染経路は咳

やくしゃみの際にできる小さな水滴(飛沫) を吸い込むことで感染します(飛沫感染)。

感染すると38℃以上の発熱、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛・関節痛などの症状が出るのが

一般的です。咳や鼻汁などの症状が続き、約1週間の経過で軽快していきますが、乳幼児で

は急性脳症を、高齢者や免疫力が低下している方では肺炎を伴い、重症化することもありま

す。

しかしインフルエンザの予防接種を行うことで、インフルエンザに罹り

にくくなり、また罹ってもそれほど症状が出なかったり、肺炎など重症化

しにくくなります。対象は生後6ヶ月以上の小児（13歳未満の方は原則2

回）、成人、高齢者の方です。不活化ワクチン（病原体のタンパク成分

からつくられたもの）であるため、妊娠中のお母さんにも推奨されています。

予防接種は2,3週間経ってから効果が出てくるので、本格的に流行する

前に余裕をもって受診しましょう。インフルエンザにかからないために、

常日頃の手洗い、うがい、十分な休養とバランスのとれた食事を心がけ、

咳、くしゃみが出る際は他の人にうつさないためにも、

マスクをすることを心がけましょう。 家庭医 上野 千晶

今年度は特別企画として、10月中にインフ

ルエンザ予防接種を行っていただいたお子様

（中学生以下）に対して、早割という形で接

種料金を1割引きするキャンペーンを実施いた

します。

昨年のようにワクチンが不足する場合もあ

りますので、ご希望の方は、早めの接種をお

すすめいたします。

ご不明な点がございましたら、総合案内ま

たは家庭医療センタースタッフまでお問い合

わせ下さい。 家庭医療センター

中学生以下のお子様対象
10月中に接種すれば、

１割引き

■通常接種時間
（午前） 8時30分 ～ 11時30分
（午後） 14時00分 ～ 16時30分

■時間外接種時間
16時30分 ～ 17時45分

今年もインフルエンザの季節になりました。ご自身、

ご家族ともにこの時期を迎える準備はできています

か？

当院は、10月1日（月）～12月28日（金）の期間

でインフルエンザの予防接種を実施いたします。

※10月1日（月）～12月28日（金）の期間、
毎週月曜・木曜に限り、受診時間を延長して
予防接種を実施しています。
時間外接種は、予約制で当日受診（予約以外）
の受付は17：30までとなります。


