
当院は、（公財）日本医療機能評価機構の定める認定基準を取得しています。

鶴岡市立湯田川温泉
リハビリテーション病院の
基 本 理 念

私たちは、患者・利用者の皆様の尊厳と自己決定権を尊重し、
心の通った医療、介護とリハビリテーションを提供します。
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　近頃、じめじめと蒸し暑い日が多く、暑さに負けてしまいそう
な日も有りますが、水分補給や服装の調整など工夫しながら、暑
い夏本番に向けて対策していきたいと思います。今は、楽しみな
行事を盛大に出来ませんが、我慢した分、楽しみが返って来ると
信じ、引き続き感染対策を徹底していきたいです。皆様も体調を
崩さずにお過ごしください。                                         （I・K）

　生体情報モニタは、患者さんの心拍数・心電図・血圧・酸素飽和度（SpO2）等
の変化を連続して計測・モニタリングし、状態が異常となったときにアラームで医
師や看護師に知らせる装置です。
　経年劣化していた生体情報モニタを鶴岡市から令和 3 年 6 月 28 日に更新しても
らいました。新しいモニタは、最大 8 人までモニタリングすることができ、ポケッ
トサイズのテレメータ送信機・ベッドサイドに設置するベッドサイドモニタ・ナー
スステーションですべての計測情報をモニタリングするセントラルモニタで構成さ
れています。
　計測が必要な患者さんの状態を常時モニタリングし、変化があったときに迅速か
つ適切な医療・介護を提供できるように、これからもスタッフ一同努めてまいります。

給食

生体情報モニタ（心電図モニタ）を更新しました

★ 七夕麺
★ フルーツ牛乳２色ゼリー
★ ほうれん草和え

七夕の頃に、病院玄関ホールと各病棟に笹の葉を設置しています。
患者さん・利用者さんは短冊に願いごとを書いて笹に飾りました。
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　５月に「急変時の対応・※BLS・※コードブルーについて」というテーマで医療安全研修会
を行いました。今年度は各病棟とデイケア・その他の職種に分かれて複数回実施し、全体
で121名の参加がありました。３人ずつグループを作り、実際にBLS演習を行いました。「胸
骨圧迫 30回」、「頸動脈触知の確認」、「バッグバルブマスクの ECクランプ法」、「AED装着」
について、それぞれ正確さを意識して行いました。また、※アナフィラキシーショックへの
対応で、デモ機を使用した※エピペン注射の取り扱いについても説明後に全員で実践しまし
た。グループ内で声をかけ合い、真剣に取り組んでいる姿が見られました。
　急変はいつ起こるかわかりません。「いつもと違う」、「何かがおかしい」と感じた時に、
その場で臨機応変に対応することが大切です。日頃から徹底したイメージトレーニングが
出来ているか、出来ていないかでは急変時の対応が大きく変わります。毎日、患者さんが
安心で安全な入院生活を送れるように、病院全体でチーム一丸となって取り組んでいきた
いと思います。

　第２病棟　准看護師　佐藤啓子さんが
このたび、長年の看護業務への功績が認
められ、受賞されましたことをご報告い
たします。

医療安全研修会
リスクマネージャー　
主任看護師　佐藤　るみ

※BLS・・・心肺停止または呼吸停止に対する一次救命
処置
※コードブルー・・・患者さんの容態急変などの緊急事
態が発生した場合に用いられる、救急コール
※アナフィラキシーショック・・・外から入ってきた原
因物質（抗原：薬物、食物、蜂毒など）に対して短時間
（10分位）に過剰な免疫反応を起こすことによって
急速な血圧低下や意識障害、呼吸困難等のショック
症状を呈する。処置が遅れると15分程で死亡する
こともある。
※エピペン・・・蜂刺傷や食物アレルギーなどによるア
ナフィラキシーがあらわれた時に使用し、症状を一
時的に緩和してショックを防ぐための補助治療剤
（アドレナリン注射薬）

山形県保健看護功労者知事感謝状受賞のお知らせ山形県保健看護功労者知事感謝状受賞のお知らせ

最近食事の時にむせることはありませんか？嚥下障害の方だけ
でなく、年齢と共に飲み込みの力は弱くなっていくこともありま
す。そのような時に行う、食事前の準備運動です。リラクゼーショ
ンや筋力向上を図ることで、安全においしく食べましょう！

嚥下体操
リハビリテーション特集 vol.1≪ST（言語聴覚士）より≫

❶深呼吸

お腹に手を当ててゆっくりと
深呼吸

❸舌の体操

前に出す

❹口の体操

口を開ける

❺頬の体操

頬を膨らます

❻発音練習

「パタカラ」をゆっくりと発音する頬をすぼめる

❼肩の運動

肩を上げて下ろす

❽深呼吸

最後にもう１度ゆっくりと深呼吸

口を閉じる 「うー」と尖らせる 「いー」と横に引く

上に向ける 左に出す 右に出す 左右に交互に出す

❷首の体操

首を回す 右に倒す 左に倒す 左右に回す
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