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記念病院も、ついに花王リリーフオムツのお試し期間を12/11～
12/17に行いました。 
当病院では、拘縮が強い患者さんが多く、オムツをする事に苦   

Tsuyama chuo hospital nursing department 津山中央病院 看護部 

November 
December 

2012 
No.4 

～今月のTOPICS～ 

Letter 
◆◆◆ お知らせ ◆◆◆ 

 記念病院も、つい
に花王リリーフオム
ツのお試し試用を 

１２月１１日～１２月
１７日に行いました。 

 当院では、拘縮が 
強い患者さんが多く 
オムツをする事に苦 
労し、排便調節の為 
に下剤を使用される 
患者さんが多いため、 

ついつい重ね当てをし、締め付けてしまって
いました。この度指導を受け、大腿部に沿わ
せて、ギャザーをしっかり利用する事など正
しい当て方を学び、これからのオムツを使用
する患者さんに個別性を生かし、オムツの
選択を十分に行い、心地よい状態で過ご 
していただけるよう、スタッフ全員で 
取り組んで行きたいと思います。 
 
  記念病院 看護部長 岡田 貞子 

 ナースパワーリニューアル講座開催 11月27日～28日 

  下記の３名の方が１２月６日、グリーンヒルズ津山リージョンセンターにて、 
 地域医療功労者表彰を受けられました。おめでとうございます。 
 

 ３階東病棟 綾部 京子     Ｎ１病棟 甲本 葉子       外来 先本 百合子 

地域医療事業功労者表彰 

             【花王eラーニング制作＆撮影会】 
        
           看護部では今年度の部門計画として「オムツアクションプラン 
               への取り組み及び各部署への定着」を掲げました。質の良いオムツに 
               入れ替えをしたにも拘わらず、いくつかの部署で発生する患者の皮膚トラブルに 
               対して根本的にオムツ手技の定着を図ることが最重要課題と考えました。当院 
               独自でそのための教育ビデオを作製するつもり 
               でその意向を花王さんに伝えたところ、協力でき 
る体制があるとのことで、eラーニング制作＆撮影会（12/21～12/22）を 
実施する運びとなりました。わずか２０分のビデオ作成のために、これほ 
ど多くの方の協力と時間がいるとは・・・体験して初めてわかったことでは 
ありますが、ご協力頂きました花王様に心より御礼申し上げます。 
          
                             看護部長 安藤 佐記子 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

津山記念病院 
          「花王リリーフ」導入！                     

                  岡山県北において看護師確保はどの医療機関に 
                おいても共通の課題です。その問題についてかねて 
                より津山市と何か取り組みができないか話し合いを 
                しておりましたが、今回未就業看護師に尐しでも臨 
                床に戻ってほしいという願いのもと、はじめて津山市 
                主催（津山医師会・岡山県看護協会後援）で厚生労
働省委託事業 実践型地域雇用創造事業としてナースパワーリニューアル講
座を開催することができました。 
 特徴は従来の岡山県看護協会主催の未就業看護師研修に加えて、津山市
の希望施設による就職説明会を開催したことです。対象者は１名という結果に
なりましたが、津山市が主催となり、医療機関とともに県北の看護師確保に取
り組んでくださったことに大きな意義があると感じております。受講者から「全体
を通して、皆様とても親切丁寧に教えてくださり本当 
に良かった。講習を終えて看護師として再び働きた 
いと思うことができた」との感想をきくが出来、本事業 
の第一歩を無事に踏み出すことが出来たと感じてお 
ります。 
                       看護部長 安藤 佐記子 



病 院 優 良 職 員 表 彰 
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忘 年 会 

【看護部勤続１０年表彰】 
鳥越裕子  牧本八重   坂田浩美  小幡陽子    江里口有美      西田   栄 
池田玲子    森美智子      
【看護部勤続２５年表彰】  原田紀子     松本裕子 
 
 

                【厚生労働大臣賞】                松永ちづ子                  
                                              【日本看護協会会長表彰】           沼元千江 
                【公衆衛生事業等功労者表彰】   土居美和里   
                                                                                                            原田紀子 
 
 
                                           

                
               
                      
 
 

自 治 会 

 鶴山ホテルにて開催 

 12月1日（土）看護師自治会レクリ 
エーションを開催しました。 
  今回は、高野山西にあるリブロの 
Ｓｃｅｎｔ ｏｆ Ａｎｇｅｌ為本先生をお招 
きし、リース作りを行いました。最初 
はリースの土台を作るのに、四苦八 
苦しましたが、徐々にコツを掴み、最 
終的には全員素敵なリースが完成しました。  
                                                        「家に帰り、早速、玄関に飾りまし  
                                                     た」「家族の評判も良かった」と言う 
                                                    声を聞くことができ、役員も嬉しく思 
                  っています。 
                     次回は前年度好評であった映画 
                    鑑賞を計画しています。多数の御参 
                  加お待ちしています。 
 
 
         

      看護師自治会会長  
            棟久 弓美子 

 12月12日、毎年恒例の慈風会全体で 
の忘年会が開催されました。藤木院長 
の乾杯の音頭に始まり、今年は13部署 
からの演芸や、ビンゴゲームで、飲んで、 
踊って、笑った3時間でした。 
 他部署とのコミュ二ケーションもでき、 
慈風会の結束を感じられる会でした。 
 表彰式にて下記の方々が表彰を受けられました。おめでとうございます。 

看護部 
 の皆さんへ 

 今年一年いろいろと有難うご
ざいました。岡山県北の医療を
守っていくためには皆さんの一
人一人の力が必要です。一致団
結し看部を盛り上げていきま
しょう。平成２５年もよろしく
お願い致します。      
        安藤 佐記子 

師長会メンバー 
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2012年12月受入雑誌 特集ﾀｲﾄﾙ・保管部署のご案内 （2012/12/1～31） 

雑誌名 巻(Vol) 号(No) 
通巻
（No.) 特集記事ﾀｲﾄﾙ 保管部署 受入月日 

ｲﾝﾌｪｸｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ 2013年1月号 22 1 240 

隣の施設はどうしている？ 
院内ﾗｳﾝﾄﾞ向上大作戦 図書室（感染雑誌書架） 12月10日 

ｴｷｽﾊﾟｰﾄﾅｰｽ 2013年1月号 29 1 406 

[特集] がんの痛みを緩和するためのｵﾋﾟｵｲﾄﾞ
（医療用麻酔）とﾚｽｷｭｰ 
[特集] 検査値がわかる！読める！ 6西病棟 12月21日 

ｴｷｽﾊﾟｰﾄﾅｰｽ 2013年1月号 29 1 406 

[特集] がんの痛みを緩和するためのｵﾋﾟｵｲﾄﾞ
（医療用麻酔）とﾚｽｷｭｰ 
[特集] 検査値がわかる！読める！ N3病棟 12月21日 

ｴﾏｰｼﾞｪﾝｼｰ・ｹｱ 2013年1月号 26 1 325 大人とこんなに違った小児救急の常識 救命救急ｾﾝﾀｰ 12月17日 

ｵﾍﾟﾅｰｼﾝｸﾞ 2013年1月号 28 1 365 

[特集] 理由がわかる内視鏡手術の注意注意
ﾎﾟｲﾝﾄ 
[ｻﾌﾞ特集] 
周術期の術後回復能力強化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 手術室 12月29日 

看護きろくと看護過程 2012年12月・2013年1月号 22 5   重複のない記録の仕方 看護統括部 12月14日 

看護研究 2012年11・12月号 45 7 242 臨床看護師が取り組む研究ﾓﾃﾞﾙの探究 図書室（看護雑誌書架） 12月5日 

看護展望 2013年1月号 38 1 464 “特定能力”をもつ看護師の可能性 図書室（看護雑誌書架） 12月25日 

看護展望 2013年1月臨時増刊号 38 2 465 院内ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ教育最前線 図書室（看護雑誌書架） 12月25日 

看護部長通信 2012年12月号・2013年1月号 10 5   

[特集1] 新人・若手ｽﾀｯﾌ育成・指導の見直しと
定着支援 
[特集2] 集まる・定着する！効果の上がるﾜｰｸ
ﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ推進のｺﾂ 看護統括部 12月25日 

ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ 2012年12月号 14 12 153 今さら聞けないｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄのｾｵﾘｰ 居宅介護支援事業所 12月1日 

月刊ﾅｰｼﾝｸﾞ 2013年1月号 33 1 424 

[特集1] その急変、待ったなし！ ﾅｰｽが知っ
ておくべき“まず、やる技術” 
[特集2] 急性期ﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞ 3東病棟 12月25日 

呼吸器ｹｱ 2013年1月号 11 1 134 

[特集] 場面できわめる臨床に“そのまま使え
る”呼吸ｱｾｽﾒﾝﾄ 
[第2特集] 今日こそ理解しよう「呼吸仕事量」
のｷﾎﾝ N1病棟 12月10日 

ｺﾐｭﾆﾃｨｹｱ 2012年12月号 14 13 177 高齢者ｹｱに生かす“ｼｰﾃｨﾝｸﾞ” 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 12月5日 

ｺﾐｭﾆﾃｨｹｱ 2012年12月臨時増刊号 14 14 178 看護師が行う“手を当てる”ｹｱ 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 12月12日 

消化器外科ﾅｰｼﾝｸﾞ 2013年1月号 18 1 222 

[特集] 術後ｹｱばっちりﾏﾆｭｱﾙ 
[ｻﾌﾞ特集] 肝がん肝切除手術における運動療
法の導入とその臨床効果 5東病棟 12月15日 

小児看護 2013年1月号 36 1 448 冬場に流行る小児の感染症 3西病棟 12月25日 

整形外科看護 2013年1月号 18 1 216 THA&TKAの術前・術後ｹｱ 4東病棟 12月10日 

ﾊｰﾄﾅｰｼﾝｸﾞ 2013年1月号 26 1 342 

[特集] 狭心症・急性心筋梗塞の治療とｹｱ 
[ﾐﾆ特集] 心不全治療で活躍する新しい呼吸療
法ASV 6東病棟 12月29日 

ﾊｰﾄﾅｰｼﾝｸﾞ 2013年1月号 26 1 342 

[特集] 狭心症・急性心筋梗塞の治療とｹｱ 
[ﾐﾆ特集] 心不全治療で活躍する新しい呼吸療
法ASV 救命救急ｾﾝﾀｰ 12月29日 

泌尿器ｹｱ 2013年1月号 18 1 207 

[特集1] 泌尿器科入院患者への排尿・排便ｹｱ 
[特集2] 最近保険収載された泌尿器手術 5西病棟 12月25日 

ﾌﾞﾚｲﾝﾅｰｼﾝｸﾞ 2013年1月号 29 1 380 

[特集] 脳神経外科救急患者の観察・看護ﾎﾟｲﾝ
ﾄ 
[第2特集] 知っておこう！高齢者に多い病気 4西病棟 12月20日 

臨床看護 2013年1月号 39 1 528 ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄとﾌｯﾄｹｱ N2病棟 12月25日 


