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内科の診療体制が変更になります!!
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医療法人社団　刀圭会　法人理念
医療・介護・保健・生活・福祉の一体化

～『安全』『安心』『安らぎ』を提供できるグループを目指して～
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１�．患者さまへの医療及び健康の保持増進に努めるとともに
疾病の予防活動を提供します。

２�．在宅生活を支援すべく、保健・医療・福祉・介護の一本
化に寄与します。

３．患者さまの権利を尊重した入院環境の充実に努力します。
４．十勝でのリハビリテーション医療の発展に貢献します。

地域住民の皆様に対して「喜ばれる」医療を提供します。
《基本理念》《基本理念》

《基本方針》《基本方針》

内科外来診療体制（令和３年８月～）

ハートフルハートフル♥♥協立病院協立病院

訪問
検査

訪問

栄養課

男性 8.0g 未満/日
女性 7.0g 未満/日

塩分（食塩）摂取目標量
「日本人の食事摂取基準（2015 年版）」 男性 7.5g 未満/日

女性 6.5g 未満/日

塩分（食塩）摂取目標量
「日本人の食事摂取基準（2020 年版）」

0
摂取量の

基準がさらに
引き下げられました！

①薬味、スパイス、
ハーブを効かせる

ラーメンの汁を半分残すと…

塩分摂取量約 6.2g

麺類の汁は残しましょう

塩分摂取量約 3.6g

お味噌汁は具沢山に

減塩のコツ

塩分摂取量約1.5g 塩分摂取量約 1.1g

野菜や他の食材も
多く摂れる

※疾患により、さらに塩分制限が必要な場合があります。

すぐに出来る

参考）女子栄養大学出版部「外食・コンビニ・惣菜カロリーガイド」

②新鮮な食材のうま味
を活かして薄味に調理

③醤油は「かける」
より「つける」

④野菜や果物を
食べましょう

⑤漬物・梅干しの食べる
量や頻度を減らす

⑥加加工工品などの
塩分に注意

⑦減塩調味料を活用 ⑧コンビニ食材の
塩分量を知ろう

塩分約 6.0g/個塩分約 1.0g/2 枚

野菜や果物に多く含まれる
カリウムは塩分を体の外へ排出
してくれる効果があります

塩分約 0.6g/2 切

濃い口醤油とうす口醤油では
実はうす口醤油の方が
塩分量が多い！

梅干しはハチミツ漬けや、
塩分控えめのものが
おすすめです

塩分約 1.0g/個 塩分約 1.0g/個

gコンビニやスーパーで販売されて
いるおにぎりや菓子パンは意外と
塩分量が多いため注意！

減塩醤油は一度通常の塩分量で
醸造した後、塩分だけを取り除く
作業を行っています

は、体内の水分バランスの保ち栄養素の消化や吸収を助ける、神経・筋肉の働きを調整する、食欲や味覚の正常化など、人の
体の中で重要な役割を担っています。しかし、摂りすぎると高血圧症のリスクを高め、やがて脳卒中、心臓病などを発症してしまう
可能性があります。日本人の一日あたりの平均塩分摂取量は男性…11.0 g、女性…9.3g と言われており、年々減少傾向です。
参考）平成 30 年 国民健康・栄養調査より

テーマ「減塩のコツ」
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新入職員紹介 ①氏名②所属部署③就職を決めた理由
④チャレンジしてみたいこと⑤趣味やはまっていること

　５月から毎週水木の２日間、協立病院で勤務させていただくことになりました。
　専門は口腔外科ですが、高齢者の摂食嚥下障害にも長い間かかわってきました。
　これらを生かして、本院では歯科口腔外科のいっそうの充実と回復期病棟の患
者さま、施設入所者の皆さまの口から食べる力の維持回復に努めたいと考えてい
ます。歯科口腔外科については口腔外科関連の患者さまと手術件数を増やすこと
が当面の課題です。また本院ならびに関連施設においてはいつまでも口から食べ
ることを目標にしていきたいと考えています。口から食べることの訓練はなかな
か骨の折れる仕事ですし、訓練の最中でも窒息や誤嚥のリスクがつきまといます。
　ただ、不安定であぶない食べ方をしていた患者さまが、患者さまの努力と医療

着任ご挨拶 歯科口腔外科　鄭
てい

　漢
かんちゅう

忠　歯科医師

井
い で

手　愛
あいか

薫

野
のな か

中恵
え り か

莉嘉
②�一般病棟看護部（看護師）
③�派遣 Nrs. として1年間働かせていただきま
したが提携している施設や地域住民のかか
りつけ医として繰り返し入院してくる方も
多く、関係性が築きやすく患者さんにとっ
て馴染みのあるスタッフが対応することで
安心して入院できる病院だと思い正職員に
なることを決めました。

④�リーダー業務を始めたばかりでまだまだ未熟ですが患者さんに貢
献できるように頑張りたいです。

⑤�２か月前から猫を飼い始めました。とても活発な子なので遊び
がいがあり毎日癒されています。

②�一般病棟看護部（准看護師）
③�ホームページを拝見したことがきっかけで
す。地域に根づいた医療を提供されている
ことはもちろん、幅広い活動をされている
ことに感動致しました。

④�経験がほとんどないので、色々なことにチ
ャレンジしてみたいです。

⑤�コロナでどこにも行けないので、近場のま
だ行ったことのない公園に行き、子供と遊
ぶことです。

②�診療技術部（診療放射線技師）
③�地域住民に貢献できるからです。
④�仕事をしていくためには心技体が整ってい
るのが理想だと思うので体調を整え、スト
レス発散のために継続的な運動（ランニン
グなど）にチャレンジ…(笑 )

⑤�趣味は登山でとランニングです。

②�診療技術部（診療放射線技師）
③�地元である帯広に貢献し、患者様に喜んで
頂きたかったため。

④�画像を見て所見分かるようになりたいです。
⑤�ゲーム（Apex　Legends）

②�リハビリテーション部（言語聴覚士）
③�リハビリに力を入れている病院であること、
奨学金制度が整っていること

④�一人前に仕事が出来るようになりたい
⑤�音楽鑑賞

②�一般病棟看護部（看護師）
③�急性期～慢性期、回復期とさまざまな経過
にある患者さまの看護を学びたいと思った
からです。

④�新しい環境なので今まで経験したことのな
い看護技術にチャレンジしていきたいです。

⑤�お笑い芸人の YouTube チャンネルを見るこ
とです。この間まで呪術廻戦のアニメには
まってました。

②�外来看護部（看護師）
③�自分の周りに目を向け、地域との関わりを
強くもっていきたいと考え、地域密着を掲
げる病院で働きたいと思いました。

④�自分の中に壁を作らず、多くのことにチャ
レンジしたいです。

⑤ �ZOOM でヨガを習っています。

②�外来看護部（看護師）
③�経験したことのない消化器や整形外科の分
野を勉強したいと思ったため。

　�仕事と子育ての両立ができる環境が整って
いると思ったため。

④�内視鏡検査の看護を学びたい。
⑤�中村倫也の出演しているドラマを見ること。

②�医事課（事務）
③�医療事務の仕事に興味があり、専門学校へ
入学しました。在学中に実習先として当院
を選び、好印象を持ちました。

④�医事課での業務（受付・会計・算定・レセ
プト）全てこなせるようになりたいです！！

⑤�ジャニーズヲタクをやってます。最近はま
っているのは映画を観ることです。

②�医事課（事務）
③�医療・介護・福祉が連携している刀圭会グ
ループに魅力を感じました。医療関連の職
種につきたいという思いがあり協立病院に
就職を決めました。

④�佐野さんのような立派なクラークになるこ
と。クラーク業務がスムーズに行えるよう
部位や病名などを覚えたいです。

⑤�ジャニーズが好きなので、ジャニーズ関連
の YouTube や DVD を見るのが趣味です。
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患者様おひとりおひとりが安心して治療を受けられる
病院を目指し、今後も日々改善を続けてまいります。
皆様のご来院を心よりお待ちしております。

歯科における標準予防策（スタンダード・プリコーション）とは？
すべての患者さまの血液、唾液、嘔吐物、粘膜などには感染性があるものとして取り扱わなければならない
という考え方

当院職員の感染対策

患者さまへ
ご協力をお願いしております。

フェイスシールドフェイスシールド

ICT（感染制御チーム）による
手指衛生の指導を受けています。

手指衛生手指衛生

消毒・滅菌消毒・滅菌

ひとつひとつ清潔な器具を使
用しています。

清拭清拭

殺菌消毒剤（７０％イソプロ
液）を使用しています。

職員の体調を毎日チェックして
います。

検温・体調の観察検温・体調の観察

マスクの他、フェイスシールド
またはゴーグルを着用しています。

マスク
フェイスシールド
マスク
フェイスシールド

キャップを着用、また必要に応じ
てガウンも着用しています。

治療前に洗口液でのうがいうがい

診療室内の出入り時に
は
手指消毒手指消毒マスクの着用マスクの着用

うがいにより口腔内の微生物数レベルを下げる効果があります。

医療用キャップ医療用キャップ

密集・密接の回避
待合室では密集・密接を避け間隔を空けてお待ち
いただきますようお願い致します。

歯 科 だ よ り
新型コロナウイルス
感染防止対策について

当院では、より安心して来院して頂けるよう
標準予防策を徹底して行っております。
皆様に安全・安心な歯科医療体制を
提供するために努力してまいります。

・職員のマスク・フェイスガード/ゴーグルの着用
・職員のキャップ・ガウン（使い捨て）の着用
・職員の頻回な手指衛生
・治療毎にグローブの交換（使い捨て）
・使用する治療器具は患者さま毎に交換し、
　消毒・滅菌

①

①

①

①

①

①

①

①①

①サイドのリハビリプランがうまく合致した結果、安定した食べ方になり、元気になっていくのを見ているとそ
んな疲れもぶっ飛びます。口腔外科といつまでも口から食べていただくことの2本柱でやっていく所存です。
どうぞ皆さまのお力添えをお願い申し上げます。

誤嚥

咽頭残留

歯科口腔外科歯科口腔外科

※誤嚥とは…食べ物や唾液が食道ではなく気管に入ってしまう状況をいいます。
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