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「あいうえお塩分表」とは、“食材の塩分量がどのくらいか？”が分かる表です。身体を思いやり、塩分１日
８g以下を目指しましょう。塩分表が必要な方はコスモス病院栄養課にお尋ね下さい。

「あいうえお塩分表」　“な行”の巻

よくある１日の食事の塩分をチェック！！

コスモス病院５階ラウンジからの風景

「理念」について 

＜病院理念＞

＜行動指針＞

〇自己紹介をお願いします
10月より赴任しました外科医の二宮繁生（にのみや しげお）です。 主に外
科診療・消化器内視鏡検査を担当いたします。

理念とは“目指すべき姿の実現を強く思い願うこと”です。強く思い願うことは日々の行動が伴って初めて実
現します。これまでコスモス病院は理念や行動指針無しで医療に携わってまいりました。目指す姿がなければ
地域医療に貢献することはできません。 
そこで昨年、病院理念と職員の行動指針を次のように策定しました。 

今年は目指すべき姿の実現に向けて実践する年です。 
職員全員で一生懸命取り組み臼杵の地域医療を支えてまいります。

私たちは 
１. 信頼を得るための十分な医療知識や技術を身につけ積極的に実践します
２. 笑顔をいただくために相互理解のもと人間性豊かな暖かい医療を提供します
３. 医師会、地域と協働し安心して暮らせる地域包括ケアの実現を目指します

　 新しい医師が着任しました。二宮先生にインタビュー 
石仏ねっと登録者数
17,139人

平成29年11月30日現在

〇市民の皆さんへ一言
専門領域は消化器外科ですが、当院では専門領域
にこだわらず、自分ができることは全てするように
心がけ、臼杵市医師会の先生方や当院のスタッフと
連携を密にし、臼杵市の医療に貢献できればと考え
ております。何卒宜しくお願い致します。 

〇先生の趣味は？
 
お酒を飲みなが
ら楽しく語り合う
事です。

・冷凍チャーハン（2.5g）
・卵スープ（1.6g）
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・冷奴（醤油小さじ１ 0.9g）
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１日合計塩分12.9g⇒8.2g
★醤油、漬物、汁物は１日量を少なめに
　しましょう。
★毎日少しの積み重ねが将来の健康に！
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・ハムエッグ
 （ハム１枚 0.5g、
   醤油小さじ１ 0.9g）
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健康講座・講習会などに当院スタッフを
出前（派遣）致します

電話予約で内視鏡検査を受ける方が増えています

この活動を通じて臼杵市民の皆様がいつまでも元気で明るく過ごせるよう、お手伝いが
できればと思っております。講師代、交通費等は無料です。ご希望の方は下記までお問合
せください。  　　　　　　　　　　　　　 お問合せ先 0972-62-5883 （担当：連携室）

　「医療を通じて地域から信頼と笑顔を」
私達は、この理念をもっとうに昨年より地域の公民館などに 
出かけていき、健康講座や講習会などを行っています。 

　「みんな元気にがんばっちょくれ」や「短期療養支援（レスパイト入院）受け入れ」
など内容は様々です。皆様のリクエストにもお応えしています。 

・コスモス病院内視鏡センターが開設して約１年が経過いたしました。検査を希望される
　方が、直接電話をかけて予約ができるようになったこともあり、徐々に検査の件数も
　増えております。
　新しく外科の二宮医師も着任されましたので、さらに検査がスムーズにいくよう取り組
　んでまいりたいと思います。
・内視鏡検査を希望される方は、内視鏡センター直通番号 0972-62-5940にご相談
　下さい。
　検査までの流れは以下のとおりです。

入院患者さんの療養生活の介助や環境整備、病院で使用する物品や
機器類を清潔に保管するなどの役割があります。

ケアワーカー募集

コ
ス
モ
ス

健
康
食
堂

白寿大学にて 東海添公民館にて アストピア公民館にて

<検査までの流れ>
１.内視鏡検査をご希望される場合は内視鏡センターに
　 ご相談ください
　電話番号 0972-62-5940
　受付時間月曜～金曜 15：00～17：00
　※ご相談の内容によっては、市内の内視鏡検査が
　　可能な医療機関をお勧めすることがあります
２.予約日にまず外来の診察を受けていただきます
　（完全予約制）
　※保険診療のため、必ず医師の診察が必要です
３.医師の診察後、内視鏡検査の日程を決め、予約させて
　いただきます
４.予約日に来院し、内視鏡検査を受けていただきます

未経験の方大歓迎！ 
資格取得も全力でサポートします！

ケアワーカーから看護師を目指す吉田さんへインタビュー
Q1.入職のきっかけは？ 
母が看護師で私も興味がありました。病院では資格がないと働けないと 
思っていたのですが、ケアワーカーという仕事を母が教えてくれ決心
しました。
Q2.仕事は楽しいですか？ 
楽しいです。大変さはありますが、学校で勉強したことが職場で確認
でき、やりがいもあります。頑張って看護師を目指します。 

入職2年目 准看護学校1年生
吉田美紗希さん

コスモス病院ケアワーカーの会 会長からのメッセージ
私は、61歳になりました。そんな私でも続けられています。
年齢が…とか、経験が…などは心配いりません。
各々の人生経験や人間性を活かして一緒に頑張っていきましょう。

相談・見学歓迎します！ご連絡お待ちしています！！
お問合せ先 0972-62-5599 （担当：看護部 亀井・安東）

コスモス病院ケアワーカーの会　会長
赤峰真穂さん

～コスモス病院  イベント～
24時間タスキを繋げます！
リレーフォーライフ

毎日練習を頑張りました
盆踊り

楽しい企画がたくさん♪
クリスマス会

みんなで楽しく作りました♪
蒸しパン作り
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コスモス病院５階ラウンジからの風景

受付横に展示しています

「あいうえお塩分表」は、 “食材の塩分量がどのくらいか？”が分かる表です。塩分１日８g 以下を

目指しましょう。塩分表が必要な方はコスモス病院栄養課にお尋ね下さい

｢あいうえお塩分表｣　“ま行”の巻

＜作り方＞

①鶏もも肉は一口大に切る。

②フライパンにサラダ油を熱し、鶏肉を皮のほうから

焼き、焼き色がついてきたら裏返して少量の酒を入

れ蒸し焼きにする。

③肉に火が通ったら★の調味料をよく混ぜたものを
回し入れ、煮詰める。

④ねぎをかけて出来上がり。

鶏肉のマヨネーズ焼き鶏肉のマヨネーズ焼き鶏肉のマヨネーズ焼き材料(2人分 )

　・鶏もも肉　　　１枚（250ｇ） 
　・サラダ油　　　小さじ 1/2
　・めんつゆ　　　大さじ 1
　・マヨネーズ　　大さじ 1.5
　・ゆずごしょう　小さじ 2/3
　・酒　　　　　　少々　
　・ねぎ

★

今回ご紹介する減塩料理は、意外にも塩分量の少ないマヨネーズを使っています。

マヨネーズを使うことでコクが増し、ゆずごしょうの粒で塩味のアクセントと爽やかな酸味を加えています。

　わ きあいあい

「和気藹々」

書家

大塚静峰先生

以前より、医療従事者の質をあげる

ことが『良い医療を提供する条件の

１つ』だと考えていました。

２年ほど前から内視鏡検査に従事

させて頂き、患者さんに安心して検

査を受けて頂けるよう知識・技術の

向上に励んできました。

今回、上司・内視鏡スタッフの勧め

もあり、内視鏡技師の試験を受験し、

無事に合格することができました。

「皆様に選ばれる内視鏡センター」

に な れ る よ う、ス タ ッ フ の 一 員

としてこれからも頑張ります。

食べる力をあきらめない！

摂食嚥下障害認定看護師
コスモス病院　８人目の

消化管内視鏡検査技師

新任医師紹介新任医師紹介

摂食嚥下障害認定看護師は、 食事が

とれにくくなった患者さんに対して

口のケアやリハビリ、食べ方や食べ

物の形の調整を行うことで、口から

食べる楽しみを提供することを目標

に活動しています。

私は平成18年に摂食嚥下障害認定

看護師の資格を取得し、12年目を迎

えました。これからも、変わらず患者

さんの持っている力を引き出せるよ

う頑張っていきます。

栄養や療養生活で気になる事があり

ましたらいつでもご相談下さい。

療養・栄養支援師長

　消化管
内視鏡検査技師

長吉  薫
ながよし　かおる

消化管内視鏡検査技師とは？
内視鏡検査と治療の介助や補助を行う職種です。

資格取得には内視鏡検査の専門医のもとでの 2年以上の

勤務や、講義の受講・学会専門医の推薦等の条件を

満たした上で認定試験を受ける必要があります。

臼杵市出身で臼杵高校の卒業生です。

趣味はドライブと水泳で臼杵山内流にも所属しています。

５月までは大分県立病院で内分泌・糖尿病内科の診療を

中心にしておりましたが、コスモス病院では内科全般の

診療を行っていきます。

臼杵市民の一員として地域医療に貢献できることを大変

光栄に感じています。

丁寧で分かりやすい説明を心がけます。

医師

内科

消化管内視鏡検査技師とは？

（１人分）エネルギー 320kca l    塩分 1.35g

～当院に大塚先生の書が臼杵市医師会
　 　　奥津副会長より寄贈されました～

き も と

石仏ねっと登録者数

19,338人
平成30年7月31日現在

ふ く や ま 　　 ひかり

福山　光

木本　ちはる



平成30年6月23日に市民公開講座「介護予防から始まる地域

づくり～からだもこころも地域も元気に～」が臼杵中央公民館

で開催されました。地域でサロン活動を行っている方や市役所

職員など、170名を超える方々に参加していただきました。講

師の岡山県津山市役所健康増進課の安本勝博先生より、津山市

で実際に行われているサロン活動について紹介していただき、

介護予防や健康について参加者同士で話し合う時間もありまし

た。サロン活動に関わる臼杵市民にとって、からだとこころの健

康づくりを行っていくための興味や関心を深めるよい機会にな

りました。

たくさんのご参加ありがとうございました。

介護予防から始まる地域づくり
～からだもこころも地域も元気に～

介護予防から始まる地域づくり
～からだもこころも地域も元気に～

平成30 年２月18日に行われた市民公開講座『スポーツ医学のはなし～聞いて、やって、身につけて～』

で参加者から頂いた質問を、数回にわけてお答えします。

腱鞘炎の主な原因は、特定の関節を継続的に動かし続

けることによる関節の使い過ぎです。パソコンやペン

を多く使う仕事や家事をする主婦に多くみられ、使い過ぎ

ることで関節をつなぐ腱と腱鞘の間に摩擦が生じ、炎症が

起こります。痛みを我慢して使い続けると慢性化して繰り

返しやすくなるため、できるだけ早期に安静などの治療を

開始することが大切です。また腱への負担を軽減するため

の周囲の筋肉のストレッチも効果的です。

ＡＡ

QQ
どのような事をしてしまうと腱鞘炎に

なりやすくなるのですか？

講師 安本勝博先生

～子育て支援アプリともつながる～

妊娠中のお母さんの体重、子どもの発育を
記録し、自動グラフ化します。　

子育てに役立つ地域の情報が配信されます。
「伝い歩き」などお子さんの「できたよ」を
写真付きで記録できます。

おじいちゃんや、おばあちゃんも
お子さんの成長を見守れます。

 定期健診の数値も自動グラフ化 予防接種のスケジュール管理と通知

地域の情報
 できたよ記念日

 家族間共有

予防接種の時期を事前にお知らせし、
複雑な予防接種のスケジュール管理を
サポートします。
受け忘れアラートに
より、受け忘れも
防ぎます。

「ちあほっと」の機能例

アプリストアからダウンロードできます。 （「母子モ」で検索）
※無料アプリです

アプリストアからダウンロード

検索母子モ

母子モ（ボシモ）で検索！

そ の ①『スポーツ医学のはなし』　Ｑ＆Ａ『スポーツ医学のはなし』　Ｑ＆Ａ

出産、子育てを支援するため「うすき石仏ねっと」に母子手帳の情報が追加されました。

予防接種のスケジュール管理や、子どもの成長記録を写真とともに残すことができる臼杵市

版子育て支援アプリ「ちあほっと」とも連携しました。

臼杵市の保有する予防接種情報が、石仏ねっとに反映され、「ちあほっと」と連携することで

スマートフォンで見ることができるようになりました。

公募によって決定したアプリの名称「ちあほっと」の「ちあ」には応援する、元気づけるという

意味もあり、「ほっと」には臼杵市のキャラクターほっとさん、スマホアプリを使うことで

ほっと一息ついて欲しいという意味が込められています。

ぜひ、「ちあほっと」（無料アプリ）をダウンロードしてご活用ください。

石仏ねっとと、ちあほっとの連携にはお申込みが必要です。

詳しくは石仏ねっと事務局までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】うすき石仏ねっと運営協議会事務局

　TEL：0972-62-5615　Email：sekibutsunet@usukicosmos-med.or.jp
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コスモス病院５階ラウンジからの風景
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”

”

2Ｆ 療養支援室 5Ｆ ラウンジ

病院ボランティアとして活躍してみませんか？

１Ｆ 外来１Ｆ 外来

活動内容

・敷地内花壇や植木の手入れ

・院内行事のお手伝い（演奏など）

・患者さんとのお話や将棋の相手  など

活動時間

1時間からでも可能です。

連 絡 先

事務  竹村まで

2Ｆ 療養支援室2Ｆ 療養支援室 5Ｆ ラウンジ１Ｆ 外来１Ｆ 外来

車イスでも入りやすいように
扉を外し、入口を広くしました。

多職種が集まり、患者さんの入退
院支援などを行う部署です。
２部屋を繋げ、広くしました。

眺めのよいラウンジに会議室ができ
ました。明るく開放的な室内で糖尿
病教室や心臓病教室が行われます。

院内の改修院内の改修が終了しました！

ボランティアポイントたまります！

市内在住65歳以上の方で臼杵市の
        “お達者長生きボランティア制度”登録の方

石仏ねっと登録者数

19,824
平成30年11月30日現在



       

ERS International Congress 2018で発表してきました

ほっとさんが胃カメラの検査を受けてみました！ほっとさんが胃カメラの検査を受けてみました！

定期的に健診を受けて、健康を保ちましょう！

検
査
を
受
け
て
み
た
よ
！





退院後、入院中に担当した看護師がご自宅にお伺いして体の状態や生活の状態を観察させて
いただく事で、安心してご自宅で過ごしてもらえるようにすることを目的としています。

①退院時の状態が入院前から変化し、環境などの

　違いから入院前の生活に戻れない方

②病状が落ち着かない方

③入院前にはなかった医療処置を自宅でも続け

　なくてはならない方　など

退院後、１か月以内に 5 回までの訪問が可能です。

状況や希望により、相談していきます。

1 回の訪問

 1 割負担： 　580 円  

 2 割負担：1,160 円 

 ３割負担：1,740 円 

   ※なお、訪問看護師と同行訪問する際は指導料が

       20 ～ 60 円プラスになる事があります。 　

　コスモス病院が当番施設となり、3 月 9 日にアイネスで開催

されました。当日は多くの参加者があり、大分県内で臨床倫理

について関心の高さを感じました。宮崎大学医学部の板井孝壱

郎先生を講師にお招きし、基調講演を行っていただきました。

また、各施設の倫理委員会の取り組みや課題について、当院を

含む 4 施設が発表を行い、会場も交えたパネルディスカッショ

ン形式で、活発な討論が行われました。

　「倫理」というと難しく、敷居が高いと思われがちですが、「語

ろう！臨床倫理」を合言葉に職員ひとりひとりが倫理観の向上

に取り組みたいと考えています。

宮崎大学医学部医学科

板井 孝壱郎先生

当日の研修会の様子

≪臼杵市のがん検診の補助をご希望される方≫

　■ 対　象：臼杵市民の 50 歳以上の偶数年齢（年度年齢）の方

　■ 金　額：自己負担 6,000 円です。

　　　　　　（約 7,000 円は臼杵市の補助が受けられます）

　■ その他：血液でのピロリ菌検査も追加できます。（1,728 円）

いつ、どこで会っても必ず笑顔
で挨拶してくれます。
冨田さんの笑顔でよし！頑張ろ
う！と思えます




