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瞼鼈蝙蝙湧黎 町躙隋躙隋聰蛯明 院長 塚本 一

吉祥寺病院は平成 28年

10月 26日 。27日 に病院機

能評価を受審 し、29年 2月

3日 付で認定証を頂 きまし

た。当院にとっては4回 目

の認定 となります。

私が院長になったのは 11

年4月 で、その時の目標は①医局の強化 ②ソフト

の強化 ③ハードの強化 の3つ でした。1つ 目の

医局の強化については、常勤医を増やして医局が病

院を引っ張つていけるようにすること。2つ 目は病

院全体の質を向上させるため機能評価を受審するこ

と。3つ 目はボロボロになっていた本館・A棟 。職

員食堂等を建て替えることでした。

目標の2つ 目に病院機能評価の受審をあげました

が、当時は「今でも忙 しいのにそんな事には関われ

ない」という声や「機能評価の認定を受けても診療

報llllが 上がるわけでもなく無駄」などの否定的な意

見が大勢を占めていました。そのため病院機能評価

と比べ病院の現状はどうだろうか検討しようと提案

し、事務長を中心 として機能評価点検委員会を 11

年6月 に発足。1年間の検討期間を設け、その間に

良い病院にするには世間一般が良いと考える尺度に

当院も合わせる必要があるのではと職員を説得しま

した。機能評価点検委員会のレポー トが 12年 6月

に提出されたのを機に、1年後の機能評価の受審を

宣言 し、私が委員長 となり病院機能評価受審委員会

を発足 しました。

13年 10月 17日 に初めて病院機能評価を受審 し、

12月 17日 に認定 を受けました。 この認定におい

て「7.3精神科診療の展開と管理」の項目の「7.3.2

リハビリテーションメニューが整備 され活用 して

いる」については、最高点の5(極めて積極的に行

われている)の評価を頂きました。それ以降 18年、

23年 と受審 してきましたが、なかなか最高点は頂

けませんで した。5段階評価が4段階評価に変更 と

なった今回の受審において、久 しぶ りに最高点の S

(秀でている)を 2項 目頂 きました。「2.2.24患 者・

家族への退院支援を適切に行っている」「2.2.25必

要な患者に継続 した診療ケアを実施 している」の2

項目です。2.2.24で は「入院時から患者さんの退院

後の生活を考え多職種が連携 しており、SSTプログ

ラムの充実や患者さんの状態に応じての対応・長期

入院者への取 り組みが積極的に行なわれている。家

族心理教育、家族教室、家族会など家族支援も充実

しており、このような多職種での退院支援の取 り組

みを高 く評価するJと され、2.2.25で は「地域の作

業所 。就労支援施設・保健所などとの連携や自院の

訪間看護 も積極的に行なわれており、社会復帰から

の脱落を防く
゛
工夫がなされていることを高 く評価す

る」とされ S評価が付きました。

初回認定から久しぶ りの最高点取得であり、各職

種の頑張 りが評価された事が とても嬉 しく、また職

員の協力に感謝 しています。

今後 ともより良い病院を目指し努力していきたい

と思っていますので、宜しくお願い致します。

証定認

饉顔′
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雉骰評価を経えて A3看護師長 )可岸 光子

私が2000年 に吉祥寺病院へ入職 した時当時の看

護師長より「来年機能評価を受けるので読んでおい

て」 と資料を渡され初めて聞 く言葉 と内容を見て、

何が何だか分か らない状況で した。そのころの看

護マニュアルはほとんどが教科書や資料のコピーを

そのまま入れているものが多 く、当院独自にマニュ

アルを作る力量もありませんでした。しかし、初め

ての受審 ということで、院長・看護部長のリーダー

シップの下、全スタッフが一丸 となって、病棟の壁

や階段、庭などをきれいにした記憶があります。

その後 5年 ご との再受審 を2006年、2011年、

2016年 と受け、そのたびに看護のマニュアルを現

状に合ったものに修正 し、質の高い内容に作 り上げ

てきています。マニュアルを作ることで常に現場 と

の整合性や見直しができ、独 り歩きしていたマニュ

アルも日常で使えるマニュアルになりつつあり、看

護の質も上がってきました。

今回の機能評価再受審では、今までと違いケアプ

ロセスに注目されたので、今までの受審内容からみ

ると未知な内容で探 りながらでしたが、日頃実践 し

ているリハビリを示すことが出来、当院にとって得

意技を見せることができるのでは、 と思うと楽しみ

になってきました。

丁度その頃入院し様々なプログラムヘ導入しよう

としていた患者さんで、夏ごろ退院を目指すケース

がありました。入院時カンファ、中間カンファ、退

院支援委員会、退院前カンファと行う経過の中で作

業療法、服薬教室 (SST)、 ステップバイステップグ

ループ (SST)、 デイケア通所訓練、退院前訪間、栄

養指導、家族ヘファミリーサポー トセミナー導入 と

良質な医療の実践の確認のために、ケアプロセス

中心の評価は症例 トレースという方法であることを

知 り、責任の重さを感じた。

看護部長から、全病棟が一斉に取 り組み、全看護

師の意識の統一を図るという指示であった、毎月の

進捗状況報告は薄氷を踏む思いであった。

運良 く?担 うことが決 まってか らは、「や るし

あらゆるプログラムをこなし、無事退院されデイケ

ア通所、退院後訪間につなげることが出来ました。

この患者さんは長年服薬に関して親子間で葛藤が

あり、症状悪化から暴力に悩んでいたケースだった

のですが、穏やかな普通の生活に戻ることが出来ま

した。これは退院前訪間を実施 して具体的に本人 と

家族からお話を聞き、部屋の状況から知る機会 とな

りました。そして、退院後もデイケアや訪間によっ

て本人・家族の中に風通しが良 くなったことで両親

は「こんなに良 くなったことがなかった、今までで

一番今が良いです。」 という感想をいただきました。

今回のケースは吉祥寺病院にとって特別なアプ

ローチではな く、 日常的にカンファレンスで話 し

合って進めている内容だったので、チームが一丸に

なって取 り組むことが出来ました。再受審認定の合

格の結果をいただいたことも主治医との連携、チー

ム全員が同じ目標に向かう動きの中で得たものと確

信 し、当院の特色を示すことが出来たことは感71y深

いものでした。今回新たな認定証が届き4つ 星がキ

ラキラ輝いて見え、 ミシュランの4つ 星のようで、

この先 も星が増えてい くことが楽 しみ とな りまし

た。

看護チームの力量、多職種との連携、退院支援ヘ

のチームカは確実にレベルアップしています。

この先、留まることなく良い病院作りに貢献でき

ればと願っています。

他の病院の管理を担っている方から機能評価を受

審すると聞くと「病院が良くなりますよ、チームカ

が必ず上がります。」と伝えています。

病院機能評価でケアプロセス調査を担つて B3病棟 看護師長 成田 弘子

かない !」 と腹をくくり、受け持ち看護師を中心に

チームー丸 となって看護実IIIを した。

審査を受ける準備等、ハラハラドキドキで当日を

迎えたが、終わって見れば、チームにとって貴重な

経験 として、今に繋がっている。

惜 しまずご協力をいただいた皆様 とこの機会をい

ただいたことに感謝 している。
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機鮨評価を体験して B3病棟 看護主任 古屋 1幸子

今回の機能評価で初めて「ケアプロセス評価」 と

いう言葉を聞き、正直参考資料に目を通 しても、ど

ういうものか今一つピンとこなかった。

機能評価は実施指導などと同様、担当者数名が聞

かれたことに解答 してい く形式をイメージしてい

た。

機能評価を実際に体験 してまず気が付いた事は、

その場の雰囲気が明るく話 しやすいものである事

だった。

緊張で委縮するようなことがなく、サーベイヤー

個人的には初めての病院機能評価で とても緊張し

ましたが、サーベイヤーの方々も優 しく、雰囲気も

和やかでした。

対象の患者様のケースでは、当院入院前から地域

支援者の関わりがあり、当院入院前後でも退院に向

けた支援を切 らさず地域支援者に繋 く
゛
ことができた

ことをお話ししました。

に聞かれたことを、関わりのあるそれぞれの人が率

先して質問に応えていた。

その様子を見て、一人の事例を通 してここまで多

くの人たちが関わつている、患者の思い、希望に

沿つたケアや退院支援を行つているのだと改めて実

感した。

ケアプロセスとは自分たちが普段行っている事を

明らかにし、入院している期間のみならず、その人

の未来に向けてかかわつていく事の大切さに気づ く

きっかけとなった。

退院に向けては、ご本人のご希望を伺いながら院

内でも他職種 と相談 しながら進めており、吉祥寺病

院で力を入れている「チーム医療」の部分をアピー

ルできたのではないかと感じました。

対象のケースはまだ入院中の方のため、今後 どの

ように退院に向けて取 り組んでいくか、評価やご指

摘いただいた部分も取 り入れて検討していきます。

病院議籠評価を受審して B3担当相談員 PSW工 藤 綾乃
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春 うらら。随分 と佳い陽気です。そんな中「深大

寺道」を探しに来たのですが、何故かまだ深大寺に

居座っています。

深大寺の開基である満功 (ま ん くう)上人は、深大

寺の他にも御自身の生家 (付近 ?)に もう一つお寺を

開きました。

今の佐須町2丁 目にある「祇園寺」です。満功上

人が初めに開いたお寺は、実はこの祇園寺で、深大

寺はその後に開かれたものだ、 という伝説 もあるよ

うです。

そして遥か九百年の後。祇園寺は、村人から「佐

須のお薬師さんJと 親 しまれようになりました。今

でも毎年9月 の「薬師大祭」で奉納される「目玉団

子」が、眼病を始め諸病に霊験あらたかだ と有難

が られています。祇園寺の境内には、病院近 くで

出会ったものよりも更に古い (1702年の)庚申塔が

立っています。

それはそうと、調布駅方面から祇園寺に来る方は

「調布市 ミニバス」に乗 られると思います。その運

賃は、210円 です。事程左様に、今百円で買えるも

のは随分減ってしまいましたが、吉祥寺病院開院の

頃は、百円あれば結構色々なものが (信 じられない

かも知れませんが、鉛筆なら十本も)買 えました。

お若い皆さんはご存知ないでしょうが、その頃百

円玉はまだなくて、百円といえば百円札でした。そ

の百円札も、戦後の新円切替の時点では新札が間に

合わずに戦前の聖徳太子の図柄そのままでしたが、

吉祥寺病院が誕生したのと時を同じくしてデザイン

を一新 し、板垣退助の肖像が描かれました。その百

円本しの原料は、100%国産の三梗 (ミ ツマタ)の本で

した。さすが、新生日本の心意気。それに引き換え

現在の紙幣の原料は、皆さんご存知ないかもしれま

せんが、ほぼ (ネ パールと中国からの)輸入品なので

す。それでも「大日本帝国印刷局」の文字が刷られ

ている旧百円札は現在も尚失効はしておらず、今で

も100円 として使えるそうです。意外ですね。

本 と言えば、祇園寺には「自由の松」 と名付けら

れた立派な赤松の大木が、二本も答えています。そ

の脇には説明板が立てられていて、こう書かれてい

ます。

「明治41年 9月 …自由民権政治確立の為活躍 した

先輩諸士の一一大慰霊祭を挙行 した。…その時板垣

退助が記念の為植えたのがこの『自由の松』であ

る。板垣死す とも自由の松はす くす くとのびてい

る。」

祇園寺の「自由の松」は、板垣退助手植えの松で

した。

祇園寺のサイ トには、「調布七福神の一つ福禄寿

が・…本堂に祀られ、正月7日 間は、健康・商売繁盛

を願 う人で大変賑わっています。」「水木 しげる先生

作の『ゲゲゲの鬼太郎』では、本堂の縁の下が妖怪

の集会場 として登場 して…」とあります。水木さん

は (皆 さんご存知でしょうが)、 2015年に93歳で亡

くなられるまで市内富士見町に (半世紀以上)お住ま

いになった調布市名誉市民です。

おつといけない。つい祇園寺の話になってしまい

ました。ここは深大寺でしたね。

深大寺の南側には、 (ネ申代植物公園の本園に遅れ

ること24年 の)1985年 に開園 した水生植物園が

あつて、「水生」なので当然かもしれませんが、こ

こは幾つもの湧水が湧き出る湿地帯です。

またここには、どこか他所の県の高原かと惑わさ

れるような木道が敷かれています。園内には五つの

池があり、園内の水は (そ の上流にあたる)深沙大王

堂裏の湧き水を水源 とする逆川 (さ かさがわ)の流れ

を取 り入れつつ、野川に向けて南東へ流れてゆきま

す。

この辺 りを昔の人は「城山」 と呼んでいました。
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深大寺城 とを結ぶ軍道を拓きました。これを「深大

寺道 (じ んだいじみち)Jと いいます。

そんな訳で深大寺道は、お寺の深大寺ではな く、

ここ深大寺城を一方の起点とする古道なのでした。

さてここで、皆さんにお詫びせねばな りません。

実は、ここまでは前日 Lで したc

にも拘らず、長々とお付き合いさせてしまい、相

済みませんでした。 どうか気を取 り直 して頂いて、

ようや くここから始まる深大寺道の道行きをご一緒

致 しましょう。

行 く春を惜 しむこの日和。今日はこれから、深大

寺道の道筋を辿ってゆきますc

道は時に人生にも讐 (た と)え られますが、 この深

大寺道はどんな人生に繋がっているのか、そんなこ

とも考えさせられるかも知れません。

先ずは、水生植物園を出て右に曲が り、深大寺東

参道を東に向かいます。ここで道の反吋側をちょっ

と見て下さい。車道の一段高いところに階段状の歩

道。その脇にか細い碑が立っていて、
~深

大寺小学

校発祥の地」と読めます。

この碑文には、「深大寺小学校は、 FIS治 5年 の学

制令にもとづき深大寺村戸長富沢松之助 と…村内有

志がはか り、深大寺の末寺であつた多聞院の建物を

借 りて、明治 6年 (1873)に 設立 された= このあた

りが多聞院のあった場所であり、深大寺小学校発祥

の地である.こ の地つづきに建つのが現在の深大寺

小学校であるcJと あります3
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何故の城 山なのかの答 は水生植物園の中にあ りま

す。園内の池 に敷かれた木道 を渡って もゆけます

が、池 と湿地 を左 に見 なが ら坂 を登った ところに

「都旧跡 深大寺城趾」の石碑が。

そう、 ここは「深大寺城Jの城趾なのです。そし

てここが深大寺城の城山なので した。

林を抜 けてお城の (第二郭の)跡に入ると、低い石

柱の点在する不思議な光景の芝の広場になっていま

す。

その一角には、 さほど広 くはないものの毎年蕎麦

の花が咲き誇 る「深大寺城そば畑Jな るものがあ り

ます。「神代植物公 園、 そば組合、深大寺小学校」

の三者連名の看板 には「花の見頃 9月 中旬、収穫

11月 上旬」 と書かれています。

‐ ■ |      ギ・

深大寺城は、平安時代に狛江氏が築いたといわれ

る古い城ですが、長きに亘って廃れていました。

1537年、北条家によって江戸か ら追われて河越

(現在の川越)に あった扇谷上杉 (お うぎがやつうえ

すぎ)家 の若き当主 。上杉朝定 (と もさだ ;そ の時

弱冠 13歳 |)は、小田原に本拠を置いた北条勢を多

摩川以南に抑え込むべ くこの深大寺城を再築しまし

た。上杉朝定は、その折同時に河越の本城 と出城の
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そうだったのですね。深大寺村の人々は、明治政

府の学制施行の僅か一年後、日本で初の公立小学校

が神田に出来たのと同じ年に、小学校を (建てる間

も惜 しんで深大寺の末寺を借 りて)創ったのです。

碑文には「建物を借 りてJと しか書かれていません

が、廃仏毀釈によって全国のお寺が酷い目に遭わさ

れた当時、多聞院も廃絶されてしまい、その御本尊

だった毘沙門天立像 (び しやもんてん りゅうぞう ;

カルテット四天王のメンバー「多聞天」は、ソロに

なると「毘沙門天」と呼ばれます。)は 、深大寺の自

鳳仏の鎮座する釈迦堂に移されました。自鳳仏には

及びませんが、この昆沙門天像 も (約千年 も大昔の

ものなので)充分に「古かった」仏像です。その多

間院を、深大寺村の人々が小学校へと姿を変えて遺

したのでした。その後百数十年が過ぎた今、深大寺

(旧 多聞院)の 昆沙門天は、 (祇 園寺の福禄寿 ととも

に)「 調布七福神Jの一つ として市内外の人々の信

仰を集めています。

さて、その「地つづきに建つ」筈の小学校はどこ

にあるのでしよう?

深大寺東参道の歩道の先には、長々と石垣が廻 ら

され、その奥の所々に自壁に瓦葺 (かわらぶ)き の立

派な塀が建つ広いお屋敷があるだけです。一体 どな

た様のお屋敷なのでしようか ?

その先、瓦葺きの長塀に沿つて坂道の歩を登 りつ

めると、突き当たりの左手の信号機には何 と「深大

寺小前Jの文字が。南側から望むのは初めてだった

ので気が付きませんでしたが、お屋敷 と見えたのは

深大寺小学校でした。ここを左に曲がると小学校の

正門に出ます。近寄って正門を見ると、左側の門柱

に (こ れは当た り前ですが)「 深大寺小学校Jの表

札があります。 ところが右の問柱には「旧弘道学舎

…・」 という表札が大きく掲げられています。 これは

どういうことでしようか ?

実はこの学校は、1873年 の開校時は「弘道学舎」

という校名で した。 ところがす く
゛
に「階梯学舎 J

に、二年後に「深大寺学校」と改称 しました。廃仏

毀釈の流れに抗って「寺Jの名を入れた訳です。深

大寺村 ,佐須村 ,柴崎村の三村を学区とし、開校時

の生徒数は、男子43名、女子 16名、職員は3名 で

したが、今 (2016年度)で は生徒 546名 、職員28名

と9倍の規模になっています。そして、深大寺城趾

の蕎麦畑で蕎麦を育てているのはこの学校の生徒諸

君なのでした。それにしても、公立の学校になった

(140年 後の)今 なお開校時 (私立学校時)の 校名を

正門に掲げているとは驚きです。

江戸時代に「弘道」の名を持つ学校は全国に幾つ

かありましたが、調布の地に最も近 く「富沢松之助

と村内有志」の時代に最も近い時期に開かれた「弘

道館」 といえば、御三家・水戸藩の藩校で しよう

か ?

水戸の弘道館の教育理念を表 した言葉に「人、よ

く道を弘むるなり。Jと いうのがあります。 (こ れは

水戸藩オリジナルではなく、論語から採つたもの。)

深大寺村の学校の名は、ここから来ているのかも知

れません。或いは、深大寺には村の鎮守社がありま

したから、天台宗の開祖である最澄の言葉「道、人

を弘む。人、道を弘む。」からなのかも知れません。

■
．饉

饂
鑽̈

』
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水戸弘道館の「弘道」の元になつた (ら しい)孔子

の「人能弘道 (人よく道を弘む)」 (F論語」第15編 )

とは、「人こそが (真理の)道を発展させるのであつ

て、道が人々を高めるのではない。」という意味 (な

ので教1育理念にし―易い)だ そうです。そもそも道を

拓くのは人であつて、人より先に道が在った1訳では

ない、ということでしようね。

ここ深大寺小学校にも予防接種で伺ったことがあ

ります。北ノ台小学校の時には歩いて行きました

が、深大寺小学校は病院からだと2キ ロ近くある

ため、ここに行く時には病院の車を出して頂いた

憶えがあります。予防接種は調布市医師会が全体

として請け負っていた事業で、小児科の先生ばか

りでないことは御存知の筈なのに、付き添いの'お

母様方の申には小児科的な質問をする方もいらし

て、ちょつと困らされたことも想い出されます。

④に1続 く。写真撮影 S
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〈寒い…〉かれこれ 1時間近 くこの場所で立ったり

座ったり、周 りの人に隠れて風を避けたり座って風

に当たらないよう工夫したりしていた。走 り出すと

暑 くなるのがわかっていたから防寒着を着なかった

が、着るべきだったか。周 りには防寒対策でビニー

ルを被っている人も多い、なるほどなぁと思 う(な

ん とスター ト直前にスタッフが回収 して くれ る)。

フルマラソンに出場するのは5回 目だ。 と言つても

前走ったのは20年 ほ ど前、その 1年 間に4回走っ

た。どれもこれだけ大きな都市型大会ではなく、洞

爺湖、サロマ湖、旭川、2度 目の洞爺湖 と、 どれも

自然の中だつた。旭川で目標だつたサブ3が達成で

きてもうマラソンは卒業 と思い、その後はランニン

グからも遠ざかっていた。8年ほど前だったか、 ト

レイルランにはまり、ランニングを再開 した。普

段は近 くの市街地で走 り、機を見ては大会に出た

り、山に走 りに行った りしていた。たまにハーフマ

ラソンには出ていたがフルマラソンはかつての目標

を達成 した時のイメージを保っていた くて走ること

は考えなかった。もし無残な結果に終わったら自分

の隠しようのない身体的衰えを突きつけられてしま

うからだ。意外 と臆病である。それでも東京マラソ

ンには第 1回大会から4回 ほど連続 してエントリー

しては落選を繰 り返 していた。近年はエントリーも

しな くなっていたが、駅伝部守田主将から部員 (仲

間に入れてもらっている、ありがたい)に対 しエン

トリーの勧めがあ り何気な くエン トリー (ネ ット

でいとも簡単に出来てしまう)、 そしてここに立っ

た。走 る以上は初 フルマラソンのタイムは超えた

■ 豪 嚢 蔭 覇 撃 ,摯 ■
=豪

繭 機 畿 鬱 爾 ,糧 摯 ■ ● 響 蒻 鶯 警 摯 ヾ 菫

い、それを持って身体的衰えに対する抵抗 としよう

と思い、日標に設定、それを SNSで発信 していた。

(大 して練習もしてないのにやはり無残な結果に終

わるのでは〉と不安に駆 られる中、東京のど真ん中

をこれだけの人 (な ん と約 36000人 )と 一緒に走る

喜びがじわじわっと盛 り上がってきた。天気 も最高

に良い。気がつけば、車椅子マラソンが一足先にス

ター ト、そしていよいよ、スター トの合図、みんな

が徐々にだが一斉に足踏みを始め、待ちに待ったと

ばか りに前に駆け出していく。その波に押され、自

然 と駆け出していた。これだけの人数がいるのに思

いの外スター トはスムースだ。楽しもうと思いなが

らも力を出し切ろうと懸命に走った。残 り2kmの

表示が絶望的に遠いと感じながらも何 とかゴール。

やった、フエッシャーだ。タイムは ,・ ..¨  しかし満

足だ。大会は実に多 くのボランティアによって支え

られていた。いっぱい元気ももらった。来年はボラ

ンティアをやろう。出場を聞きつけた多 くの病院の

仲間から職場で顔合わせるごとに応援 していただい

た、それこそ本当に嬉 しかった。

毎 驚 覇 饉 輌 蓼 滲 螢 等 議 4豊 蟻 驀 藍 鰻 響 崚 艤 警 篠 饉 艤 機 奎 饉 篠 滲 艤 癬 蔭

饂

轟

撮影者 M.K
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ま
新人紹介コ ー ナ 一

氏名MM
デイケア・ナイトケア室作業療法士

0青森県 0出身地

◎ スタッフの仲が良い

®継続は力なり

◎吉祥寺病院の第ー印象

® 私のモット ー

0水泳 0最近ハマっていること

＿―-平成29年度 吉祥寺病院行事予定

行事関係 行事関係 行事関係

1日（土）喫茶カトレア 11日（木）レク（ピクニック） 3日（土）喫茶カトレア

3日（月）新採用者オリエンテー ション 13日（土）ファミリーサポー トセミナー 10日（土）ファミリーサポー トセミナー

4日（火）新採用者オリエンテーション 20日（土）家族会 17日（土）家族会

5日（水）レク（花見） 25日（木）東精協レク（ミニオリエンテー リング） 22日（木）束精協レク（卓球大会）

8日（土）ファミリーサポー トセミナ一 248 (土）家族教室

15日（土）家族会 研修関係（予定）

26日（水）防災訓練（夜間想定） ＇看護研修（プリセプタ ー＠、プリセプティ 一＠） 研修関係（予定）

看護研修(1年目：注射の知識と技術［前l ①) 看護研修（プリセプター③、プリセプティ 一③）

研修関係（予定） 看護研修 (3年目：発達段階講義） 看護事例検討会①

急性期治療病床を考える会 看護研修(1年目：暴力防止の知識と技術［前l G)) 看護研修（地域施設見学）

看護研修（プリセプティ①） 看護研究① 看護研修(1年目薬物療法）

看護研究オリエンテー ション 看護研修(1年目：注射の知識と技術［前]@) 看護研修(1年目急変時の対応）

院内教育研修（新採用者：防災について） 看護研修 (3 年目①） 看護研修(2年目①）

看護研修（実践研修：地域との連携） 院内教育研修（救急対応とAED)

院内教育研修

※A4病棟終日禁煙（他病棟はH29.10~終日禁煙）
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、参の華風和え

イカ………・・・・・1…Ⅲ■̀………Ⅲ60g
おろし生姜 (市販)… ……… 2g
料理洒‐‐・・・ⅢⅢⅢ…■`……Ⅲ小さじ1

きゅうり…・・………・60g(1/2位)

にんじん…ⅢⅢⅢ…・̀・ 20g(中 1/4D

きくら―げt・ ………………………少々
白いりごまⅢ……‐,・‐……■小さじ1

酢…….……・・・…….… ,… 小さじ2
みけん……………・…,,小さじ1/3

サラダ油……Ⅲ…Ⅲ……・小さじ1/2
醤

'由

………………………………小さじ2
化学調味料῭少`々

0胡瓜は半分に切つて斜め2mmの スライス、

人参はたんざくに切り、さっとボイルしておく

0き くらげを戻し、適当な大きさに切りさつと

ポイルする

0イカはたんざくに切リボイルし、酒とおろし生姜を

混ぜた調味料で和え、下味をつけておく

0ボールに Aの調味料を合わせてタレを作る

0合わせたタレに、胡瓜、人参、きくらげ、

イカを不□える

※さらにセロリを力0えてもいいです
(セ ロリも斜めスライスに切る)

Ａ

「

―

ト

ー

Ｊ

イカの栄養

イカにはタウリンというアミノ酸が含まれていて、この「タウリン」は

身体の中のコレステロールを減らすという作用があると言われています。

又ビタミンB群とビタミンEが豊富で他にミネラル成分も多く

含まれています。
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診察室 (1)

診察室 12)

診察室 (3)

診察室 (4)

診察室 (5)

小木

森1/森 (栄) 岡田 /中込 森 /清野

周東 /押久保 山室/市川 (弓 ) 山室 /高岡 鵜殿 /山室 周東 /林 山室 /中込

土丼 /清野 西山 /押久保 岡田 /土丼 西山 /林診察室 (6)

①
●

午前 9時～11時 (初診 。再診 )

午後 1時～ 3時 (初診)

午前 9時
～
11時

午後も入院は受け入れています

象
⑤鸞00 FI

出会いと別れのシーズン到来で,涙が欠かせ

ませんが、卒業式に涙が付き物なのは1日 本だ

けの|よ うですね。日本人らしさを表す事柄な

のでしょうか。人に対する思いの形ですよ

ね。私はもつぱち胃力ゞ痛む思いです。

今回の特集 |ま病院機能評価更新についてお

1送 りいたしました。今後も病院の時事ネタを

織 り込んだ吉祥寺病院ならではの広報誌を発

行していきますのでどうぞよろしくお願いい

たします。

(素敵女子)

●至コ■|■ボⅢ響■

人見街道

東八道路

11鰤 菖

‐

●深大寺   ‐

中央自動車道

甲州街道

武
蔵
境
通
り

|■|

花粉症の季節がやつてきました。重度の花 案

雰
'3F現

詔北嘉観 【:

調布市深大寺北町 4-17… 1
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