
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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　日中も寒さが増し、少しずつ冬が近付いてきていると感じるように
なりました。
　今年も体育祭の開催は叶いませんでしたが、文化祭として作品展示
が行われ、患者さん・利用者さんの素晴らしい作品が並び、足を止め
見入ってしまいました。新型コロナウイルス感染症も少しずつ落ち着
いてきたように思いますが、これからも気を抜かずに感染予防対策を
行っていきましょう。

　排泄は一日の中で何回も行われる行為で、かつ身体
への影響も強く重要な活動のひとつです。尿もれを防
ぐ為には、【骨盤底筋群】の筋力を低下させないこと
が重要となります。
　ここで紹介する体操は【骨盤底筋群】を強化するも
のです。毎日、少しずつ体操を行うことで、筋力低下
を予防し、尿もれの軽減につなげていきましょう。

骨盤底筋群体操リ ハ ビ リ 体 操

❶手をお腹の上におき肛門・尿道・膣を
締めます。
3～ 5秒して、ゆっくり力を抜きます。
これを 5回繰り返します。

❷お尻を上げて①の運動をします。

❸椅子に座って①の運動をします。 ❹机に手をついて①の運動をします。

　しらさぎ第205号（令和 3年 9月発行）に掲載した「褥瘡対策委員会」の記事の中で、褥瘡発生
率の算出方法を誤って記載しました。
　以下のとおり訂正させて頂きますとともに、お詫び申し上げます。
　　　（誤）危険因子を有する患者数÷褥瘡発生個数
　　→（正）褥瘡発生個数÷危険因子を有する患者数

訂正のお知らせ訂正のお知らせ

正面玄関ホールに展示させていただいた
患者さん、デイケア利用者さんの作品の一部です。

正面玄関ホールに展示させていただいた
患者さん、デイケア利用者さんの作品の一部です。
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　デイケアでは、９月 15日の敬老の日から 21日までの間の１週間、敬老会を実施しました。
　敬老の日は、「長い年月にわたって社会に貢献してきた高齢者に敬意を示し、長寿をお祝
いする」という意味があります。
　今年も新型コロナウイルス感染症の影響で、例年の様な敬老会を実施する事は出来ませ
んでしたが、今回は数種類のケーキの中から好きなものを２種類選んでいただき、紅茶な
どを飲みながら楽しい時間を過ごしました。また、米寿（88 歳）を迎えられる 2 名の利用
者さんには、職員より寄せ書きをした色紙をお贈りし、お祝いさせていただきました。

氏名　部署　職種
①性格　②趣味　③好きな食べ物
④休日の過ごし方　⑤抱負

①心配性
②旅行、おいしいものを食べること
③焼肉
④散歩

⑤健康管理センターから異動になりました。新しい環
境での業務で不安もありますが、今までの経験も活
かして頑張りたいと思います。一日も早く仕事に慣
れるよう頑張りますので、よろしくお願いします。

橘　咲希
さたちばな き 栄養科

管理栄養士

①虚弱体質、緊張しやすい、汗かき
②食、車、釣り、スキー
③甘い物、トマト、梅干し、卵

④主夫、土いじり
⑤在宅サービスセンターハローナースから異動になり
ました。久しぶりの病棟勤務ですので、早く職場に
慣れるように頑張ります。よろしくお願いします。

齋藤　克将
かつとうさい まさ

第３病棟　看護師

①大雑把なのに心配性
②映画
③肉、メロンパン

④家事、お出かけ
⑤訪問看護ステーションハローナースから異動になり
ました。限られた入院期間の中で、より良いリハビリ
ができるよう、頑張ります！！

黒坂　絵里
えさかくろ り

リハビリテーション課 作業療法士

ニューフェイスニューフェイス

　栄養科では、満足度の高い食事を提供するため、聞き取り可能な患者さんを対象に、
年 2回（7月、1月）嗜好調査を実施しています。このたび、7月に実施した嗜好調査結
果を報告します。

　嗜好調査にご協力頂きましてありがとうございました。
　今回の聞き取りでも、前回までの調査同様、患者さんの病
状管理や、飲み込みの障害に応じた食事内容に関するご意見
がありました。また、朝食メニューへのご希望もあり、今後
のメニュー内容に、工夫しながら取り入れていきたいと思い
ます。
　食事制限のある中でも、食事内容の見直しや、納得してい
ただける説明を行い、患者さんに満足して頂けるような食事
が提供できるよう、より一層努力していきます。

嗜好調査 【栄養科】

■調 査 対 象：管理栄養士による聞き取り可能な患者さん
■聞き取り数：64名（男性11名　女性53名）
■平 均 年 齢：80.8歳（男性74.9歳　女性82.0歳）
■食　　　種：21食種
　　　　　　　常食11名、軟菜食19名、軟々菜食2名、キザミ食4名、ソフト食1名、ミキサー食1名
　　　　　　　塩分制限食（3食種）5名、糖尿病食（8食種）17名、胃潰瘍食1名
　　　　　　　貧血食（2食種）2名、脂肪制限食1名

①食事全体の満足度 ②主食の量 ③主食の軟らかさ

④副食の味付け

⑦汁物の味付け

⑤おかずの硬さ ⑥おかずの量

満足
49％

やや多い
19％

ちょうど良い
73％

ちょうど良い
66％

ちょうど良い
89％

やや多い
19％

ちょうど良い
75％

ちょうど良い
92％

やや軟らかい
3％

やや薄い
31％

ちょうど良い
92％

普通
9％

やや満足
34％

不満　2％
やや不満　6％

少ない　0％
やや少ない　3％

軟らかい　3％
やや軟らかい

5％

硬い　0％
やや硬い　0％

多い　5％

薄い　3％ 濃い　0％ 少ない　0％

やや少ない　3％

軟らかい　2％

薄い　2％ 濃い　0％
やや濃い　3％

やや硬い　3％

多い　3％

やや濃い　0％

●満足度の算出方法：「満足」、「やや満足」と回答した人数を分子（①）、項目の総回答人数（わからない・無
回答除く）を分母（②）として、「満足」、「やや満足」の割合を算出し評価する。
　※令和2年1月の聞き取りから算出方法を変更しています。

硬い　0％

満足度
82.8％

やや薄い
6％

デイケア敬老会
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