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今、訪問看護ステーションが
できること

～その人らしい暮らしを支える～
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私たちがご案内します（エスコート業務について）
広い廊下で歩行訓練

　新入職員入会式 ～ 新たな一歩！フレッシュな新入職員21名 ～
令和３年度 新任医師紹介



特集

厚生連だより 大分２ 厚生連だより 大分２

　訪問看護ステーションつるみ　管理者　森　山　由　佳
もり やま ゆ か

　「在宅医療」「訪問看護」は、皆さんにとってなじ

みのある言葉でしょうか？

　大切な家族の誰かが病気になり通院できなくなっ

たとき、病院ではなく自宅に医療者が訪問し治療を

行うのが在宅医療、訪問看護です。

　「家に帰りたい、最期まで家で家族と一緒にいた

い」という病気を持つ人の思い、「いつもそばにいて

あげたい、家じゃないと落ち着かないので入院させ

たくない」といった家族の思い、そんな両者の思い

を叶えるのが在宅医療です。

　在宅医療は、医師をはじめ、歯科医師・訪問看護

師・薬剤師・理学療法士・ケアマネージャー・訪問

介護員など多くの方々が連携して定期的に患者さん

のご自宅などを訪問しチームとなって患者さんの治

療やケアを24時間行っていく医療活動です。

訪問看護ステーションつるみ
のご紹介
　「訪問看護ステーションつるみ」は、鶴見病院に

併設された訪問看護ステーションで、1999年９月

に開設されて今年で22年目になります。

　現在はスタッフ４名で活動しています。訪問看護

認定看護師の資格を持つスタッフが在籍しています。

＊訪問看護認定看護師
訪問看護の分野において熟練した看護技術と知識
を持つ看護師で、日本看護協会における看護師認
定審査に合格した者

■当ステーションの特徴
・鶴見病院の関連施設であり在宅療養中の救急受

入れ体制が整っています

・基幹病院に在籍している医師と相談や連携がと

り易い体制です

・病院の緩和ケアチームや医師と連携でき、充実

した在宅支援がおこなえます

・在宅診療の医師と協力し自宅でのお看取りが可

能です

■当ステーションが大切にしていること
　鶴見病院の理念でもある「“恕”（おもいやり）の心」

です。

・患者さんとそのご家族を“恕”の心で誠意をもっ

て支えます。

・主治医と連携を丁寧に行うとともに、地域医

療・保健・福祉とも連携し、質の高い看護の提

供に努めます。

　

訪問看護のしくみと仕事
　「こんにちは。今日の調子はどうですか？」私達

は、毎日訪問先でこのように声をかけ利用者さんの

ご自宅を訪問しています。

　皆さんは、「訪問看護」にどんなイメージをお持ち

でしょうか？　訪問看護のお話をすると「看護師さ

んが家に来てくれるの？」と驚かれ、「看護師さんが

家に来て何をするの？」と質問されたり、「訪問介護

さん」と呼ばれたりと、まだまだ訪問看護や訪問看

護師の知名度は、低いことを自覚します。

　「どんな人が利用しているの？　私たちでも利用

できるの？」

　「看護師さんが家に来て何をするの？」

　「訪問看護」と「訪問介護」はどう違うの？

など病院の外で活動する看護師の仕事の内容やしく

みについて今回ご紹介します。

■質問１　
　訪問看護はどんな人が利用できますか？
　一般的には病気やケガ、障害をお持ちの方が対
象となります。赤ちゃんから高齢者まで利用可能
です。看護師の活動には医師の指示（訪問看護指
示書）が必ず必要になります。受診している病院
の主治医に相談し、主治医が必要と認めた場合に
発行されます。訪問看護を利用したいと思われた
場合、必ず担当医師にご相談ください。
　当ステーションは、鶴見病院のかかりつけの方
でも、鶴見病院以外のかかりつけの方でも利用し
て頂けます。

■質問２
　訪問看護師さんが家に来て何をするのですか？
　自宅で過ごしたい気持ちを一番に、ご自宅で安
全に楽に生活できるようサポートします。

Step１　訪問看護開始前から主治医と連携し、
患者さんの病状をしっかり把握します。

Step２　定期的に自宅を訪問し、専門的知識を
持って、丁寧に身体の観察を行います。

Step３　一つひとつの問題に対し、患者さん・
家族の思いを尊重し、専門的立場から必要
な支援やアドバイスを行います。

緊急時　病状が悪化した時でも、症状や原因を適
切に評価します。

　医師への報告を行い、連携をとりながら、迅速
な対応を行います。
　平素から、患者さん一人ひとりの病態から起こ
り得る状況を予測して、病状の悪化を防ぐ予防的
な看護を行います。そうすることが患者さんの在
宅生活を長く持続させることにつながると実感し
ているからです。

■質問３
　「訪問看護」と「訪問介護」どう違うの？

訪問看護
訪問看護師や理学療法士など医療従事者が訪問
します。
医師の指示（訪問看護指示書）に従い、医師と
連携しながら療養ケアや医療処置を行います。
＊療養ケア…清潔（体を拭く、入浴介助など）・

食事・排泄の介助
＊医療処置…点滴・床ずれや傷の処置、膀胱留

置カテーテルなどの管理
療養ケアに洗濯や買い物など生活援助にかかわ
る項目はふくまれません。

訪問介護
訪問介護員（ホームヘルパー）が訪問します。
ケアマネージャーが作成する計画に基づいて活
動します。
身体介護と生活援助を必要に応じて行います。
＊身体介護…食事・排泄・入浴、通所サービス

などへの送り出しなど
＊生活援助…掃除・洗濯・買い物・調理

■質問４
　訪問看護師はいつでもきてくれますか？
　対象となる患者さん一人ひとりの病状に合わせ
て計画的に訪問します。
　週１～３回位で曜日と時間を決め訪問します。
具体的な回数や時間はご本人、ご家族の体調や
　希望を確認して最終決定しています。
　１回の訪問時間目安は、30分～90分です。

■質問５
　訪問看護にかかる費用はどれくらい？
　費用の負担は、保険の種類や所得額、年齢や訪
問時間により異なります。
　原則１～３割が自己負担になります。医療保険
の場合は、自己負担が軽くなる制度もあります。
また介護保険の場合は、介護度によって異なりま
す。　　＊詳しくはお問い合わせください。＊

コロナ禍における
訪問看護師の活動
　昨年１月に新型コロナウイルス感染症が指定感染

症に定められ、３月に大分県で初の感染者確認と

なった以降は感染者が増加している状況です。

　この状況での訪問看護業務について、当ステー

ションではまず患者さんやそのご家族に向けて、訪

問時のマスクの着用と訪問前に発熱の兆しがあれば

電話で連絡をしていただくよう依頼しました。

　必要に応じた防護具（マスク・ゴーグル・ガウン

など）をして訪問すること、訪問するスタッフの健

康管理、ご家族への注意事項などを記したお知らせ

文書を配布し協力をお願いしています。

　しかしながら、呼吸苦のある方にマスクの着用は

厳しく、認知症の独居の方

にもマスク着用への理解が

得られないなど、在宅での

感染対策には限界がありま

した。

　看護師は、訪問時に、マ

スク・ゴーグル、アルコー

ル消毒薬を持参し、感染予

防に努めています。もちろ

ん、次の訪問先に行く際に

は、確実に手指消毒などを

行っています。

　職場内での集団感染を予防するため、各机に飛沫

予防パーテーションを設置し、共有で使うスペース

のアルコール消毒などは、個人が使用後に必ずおこ

なっています。

　また、別府地域全体の活動としては、新型コロナ

ウイルス感染症が発生しはじめた早期に、別府市内

にある約16の訪問看護ステーションが、万が一に

備えての協力体制について申し合わせを行いました。

訪問看護の事業所職員に感染者が発生した場合、業

務停止期間が発生することが考えられるからです。

　利用者の中でも訪問を短期間お休みできる方、で

きない方がおられます。看取り期の方の場合は、他

の訪問看護ステーションに代わって訪問を依頼でき

るような体制が必要でした。

　幸いにも、現在までそのような状況は起こってい

ませんが、これからも訪問開始時にご本人、ご家族

の意向をお聞きしながらコロナ禍での不測の事態に

備えていきます。

　訪問看護師は、医療職の中でも患者さんとご家族

の一番そばにいる専門家であり、在宅医療処置の実

施や指導といった身体的援助だけでなく、精神的、

社会的側面に配慮し、生活全般を把握しながら、寄

り添うことができる存在であると思います。

　これからも“最期まで家で過ごしたい”という思

いに寄り添い、自宅で自分らしく生きることを支え

続けたい。また、介護するご家族の愛も支えたいと

思っています。

スタッフルーム

今、訪問看護ステーションが
できること
～その人らしい暮らしを支える～



今、訪問看護ステーションができること　～その人らしい暮らしを支える～

厚生連だより 大分 ３

　「在宅医療」「訪問看護」は、皆さんにとってなじ

みのある言葉でしょうか？

　大切な家族の誰かが病気になり通院できなくなっ

たとき、病院ではなく自宅に医療者が訪問し治療を

行うのが在宅医療、訪問看護です。

　「家に帰りたい、最期まで家で家族と一緒にいた

い」という病気を持つ人の思い、「いつもそばにいて

あげたい、家じゃないと落ち着かないので入院させ

たくない」といった家族の思い、そんな両者の思い

を叶えるのが在宅医療です。

　在宅医療は、医師をはじめ、歯科医師・訪問看護

師・薬剤師・理学療法士・ケアマネージャー・訪問

介護員など多くの方々が連携して定期的に患者さん

のご自宅などを訪問しチームとなって患者さんの治

療やケアを24時間行っていく医療活動です。

訪問看護ステーションつるみ
のご紹介
　「訪問看護ステーションつるみ」は、鶴見病院に

併設された訪問看護ステーションで、1999年９月

に開設されて今年で22年目になります。

　現在はスタッフ４名で活動しています。訪問看護

認定看護師の資格を持つスタッフが在籍しています。

＊訪問看護認定看護師
訪問看護の分野において熟練した看護技術と知識
を持つ看護師で、日本看護協会における看護師認
定審査に合格した者

■当ステーションの特徴
・鶴見病院の関連施設であり在宅療養中の救急受

入れ体制が整っています

・基幹病院に在籍している医師と相談や連携がと

り易い体制です

・病院の緩和ケアチームや医師と連携でき、充実

した在宅支援がおこなえます

・在宅診療の医師と協力し自宅でのお看取りが可

能です

■当ステーションが大切にしていること
　鶴見病院の理念でもある「“恕”（おもいやり）の心」

です。

・患者さんとそのご家族を“恕”の心で誠意をもっ

て支えます。

・主治医と連携を丁寧に行うとともに、地域医

療・保健・福祉とも連携し、質の高い看護の提

供に努めます。

　

訪問看護のしくみと仕事
　「こんにちは。今日の調子はどうですか？」私達

は、毎日訪問先でこのように声をかけ利用者さんの

ご自宅を訪問しています。

　皆さんは、「訪問看護」にどんなイメージをお持ち

でしょうか？　訪問看護のお話をすると「看護師さ

んが家に来てくれるの？」と驚かれ、「看護師さんが

家に来て何をするの？」と質問されたり、「訪問介護

さん」と呼ばれたりと、まだまだ訪問看護や訪問看

護師の知名度は、低いことを自覚します。

　「どんな人が利用しているの？　私たちでも利用

できるの？」

　「看護師さんが家に来て何をするの？」

　「訪問看護」と「訪問介護」はどう違うの？

など病院の外で活動する看護師の仕事の内容やしく

みについて今回ご紹介します。

■質問１　
　訪問看護はどんな人が利用できますか？
　一般的には病気やケガ、障害をお持ちの方が対
象となります。赤ちゃんから高齢者まで利用可能
です。看護師の活動には医師の指示（訪問看護指
示書）が必ず必要になります。受診している病院
の主治医に相談し、主治医が必要と認めた場合に
発行されます。訪問看護を利用したいと思われた
場合、必ず担当医師にご相談ください。
　当ステーションは、鶴見病院のかかりつけの方
でも、鶴見病院以外のかかりつけの方でも利用し
て頂けます。

■質問２
　訪問看護師さんが家に来て何をするのですか？
　自宅で過ごしたい気持ちを一番に、ご自宅で安
全に楽に生活できるようサポートします。

Step１　訪問看護開始前から主治医と連携し、
患者さんの病状をしっかり把握します。

Step２　定期的に自宅を訪問し、専門的知識を
持って、丁寧に身体の観察を行います。

Step３　一つひとつの問題に対し、患者さん・
家族の思いを尊重し、専門的立場から必要
な支援やアドバイスを行います。

緊急時　病状が悪化した時でも、症状や原因を適
切に評価します。

　医師への報告を行い、連携をとりながら、迅速
な対応を行います。
　平素から、患者さん一人ひとりの病態から起こ
り得る状況を予測して、病状の悪化を防ぐ予防的
な看護を行います。そうすることが患者さんの在
宅生活を長く持続させることにつながると実感し
ているからです。

■質問３
　「訪問看護」と「訪問介護」どう違うの？

訪問看護
訪問看護師や理学療法士など医療従事者が訪問
します。
医師の指示（訪問看護指示書）に従い、医師と
連携しながら療養ケアや医療処置を行います。
＊療養ケア…清潔（体を拭く、入浴介助など）・

食事・排泄の介助
＊医療処置…点滴・床ずれや傷の処置、膀胱留

置カテーテルなどの管理
療養ケアに洗濯や買い物など生活援助にかかわ
る項目はふくまれません。

訪問介護
訪問介護員（ホームヘルパー）が訪問します。
ケアマネージャーが作成する計画に基づいて活
動します。
身体介護と生活援助を必要に応じて行います。
＊身体介護…食事・排泄・入浴、通所サービス

などへの送り出しなど
＊生活援助…掃除・洗濯・買い物・調理

■質問４
　訪問看護師はいつでもきてくれますか？
　対象となる患者さん一人ひとりの病状に合わせ
て計画的に訪問します。
　週１～３回位で曜日と時間を決め訪問します。
具体的な回数や時間はご本人、ご家族の体調や
　希望を確認して最終決定しています。
　１回の訪問時間目安は、30分～90分です。

■質問５
　訪問看護にかかる費用はどれくらい？
　費用の負担は、保険の種類や所得額、年齢や訪
問時間により異なります。
　原則１～３割が自己負担になります。医療保険
の場合は、自己負担が軽くなる制度もあります。
また介護保険の場合は、介護度によって異なりま
す。　　＊詳しくはお問い合わせください。＊

コロナ禍における
訪問看護師の活動
　昨年１月に新型コロナウイルス感染症が指定感染

症に定められ、３月に大分県で初の感染者確認と

なった以降は感染者が増加している状況です。

　この状況での訪問看護業務について、当ステー

ションではまず患者さんやそのご家族に向けて、訪

問時のマスクの着用と訪問前に発熱の兆しがあれば

電話で連絡をしていただくよう依頼しました。

　必要に応じた防護具（マスク・ゴーグル・ガウン

など）をして訪問すること、訪問するスタッフの健

康管理、ご家族への注意事項などを記したお知らせ

文書を配布し協力をお願いしています。

　しかしながら、呼吸苦のある方にマスクの着用は

厳しく、認知症の独居の方

にもマスク着用への理解が

得られないなど、在宅での

感染対策には限界がありま

した。

　看護師は、訪問時に、マ

スク・ゴーグル、アルコー

ル消毒薬を持参し、感染予

防に努めています。もちろ

ん、次の訪問先に行く際に

は、確実に手指消毒などを

行っています。

　職場内での集団感染を予防するため、各机に飛沫

予防パーテーションを設置し、共有で使うスペース

のアルコール消毒などは、個人が使用後に必ずおこ

なっています。

　また、別府地域全体の活動としては、新型コロナ

ウイルス感染症が発生しはじめた早期に、別府市内

にある約16の訪問看護ステーションが、万が一に

備えての協力体制について申し合わせを行いました。

訪問看護の事業所職員に感染者が発生した場合、業

務停止期間が発生することが考えられるからです。

　利用者の中でも訪問を短期間お休みできる方、で

きない方がおられます。看取り期の方の場合は、他

の訪問看護ステーションに代わって訪問を依頼でき

るような体制が必要でした。

　幸いにも、現在までそのような状況は起こってい

ませんが、これからも訪問開始時にご本人、ご家族

の意向をお聞きしながらコロナ禍での不測の事態に

備えていきます。

　訪問看護師は、医療職の中でも患者さんとご家族

の一番そばにいる専門家であり、在宅医療処置の実

施や指導といった身体的援助だけでなく、精神的、

社会的側面に配慮し、生活全般を把握しながら、寄

り添うことができる存在であると思います。

　これからも“最期まで家で過ごしたい”という思

いに寄り添い、自宅で自分らしく生きることを支え

続けたい。また、介護するご家族の愛も支えたいと

思っています。

フィジカルチェック

訪問車輛



今、訪問看護ステーションができること　～その人らしい暮らしを支える～

厚生連だより 大分２ 厚生連だより 大分４

　「在宅医療」「訪問看護」は、皆さんにとってなじ

みのある言葉でしょうか？

　大切な家族の誰かが病気になり通院できなくなっ

たとき、病院ではなく自宅に医療者が訪問し治療を

行うのが在宅医療、訪問看護です。

　「家に帰りたい、最期まで家で家族と一緒にいた

い」という病気を持つ人の思い、「いつもそばにいて

あげたい、家じゃないと落ち着かないので入院させ

たくない」といった家族の思い、そんな両者の思い

を叶えるのが在宅医療です。

　在宅医療は、医師をはじめ、歯科医師・訪問看護

師・薬剤師・理学療法士・ケアマネージャー・訪問

介護員など多くの方々が連携して定期的に患者さん

のご自宅などを訪問しチームとなって患者さんの治

療やケアを24時間行っていく医療活動です。

訪問看護ステーションつるみ
のご紹介
　「訪問看護ステーションつるみ」は、鶴見病院に

併設された訪問看護ステーションで、1999年９月

に開設されて今年で22年目になります。

　現在はスタッフ４名で活動しています。訪問看護

認定看護師の資格を持つスタッフが在籍しています。

＊訪問看護認定看護師
訪問看護の分野において熟練した看護技術と知識
を持つ看護師で、日本看護協会における看護師認
定審査に合格した者

■当ステーションの特徴
・鶴見病院の関連施設であり在宅療養中の救急受

入れ体制が整っています

・基幹病院に在籍している医師と相談や連携がと

り易い体制です

・病院の緩和ケアチームや医師と連携でき、充実

した在宅支援がおこなえます

・在宅診療の医師と協力し自宅でのお看取りが可

能です

■当ステーションが大切にしていること
　鶴見病院の理念でもある「“恕”（おもいやり）の心」

です。

・患者さんとそのご家族を“恕”の心で誠意をもっ

て支えます。

・主治医と連携を丁寧に行うとともに、地域医

療・保健・福祉とも連携し、質の高い看護の提

供に努めます。

　

訪問看護のしくみと仕事
　「こんにちは。今日の調子はどうですか？」私達

は、毎日訪問先でこのように声をかけ利用者さんの

ご自宅を訪問しています。

　皆さんは、「訪問看護」にどんなイメージをお持ち

でしょうか？　訪問看護のお話をすると「看護師さ

んが家に来てくれるの？」と驚かれ、「看護師さんが

家に来て何をするの？」と質問されたり、「訪問介護

さん」と呼ばれたりと、まだまだ訪問看護や訪問看

護師の知名度は、低いことを自覚します。

　「どんな人が利用しているの？　私たちでも利用

できるの？」

　「看護師さんが家に来て何をするの？」

　「訪問看護」と「訪問介護」はどう違うの？

など病院の外で活動する看護師の仕事の内容やしく

みについて今回ご紹介します。

■質問１　
　訪問看護はどんな人が利用できますか？
　一般的には病気やケガ、障害をお持ちの方が対
象となります。赤ちゃんから高齢者まで利用可能
です。看護師の活動には医師の指示（訪問看護指
示書）が必ず必要になります。受診している病院
の主治医に相談し、主治医が必要と認めた場合に
発行されます。訪問看護を利用したいと思われた
場合、必ず担当医師にご相談ください。
　当ステーションは、鶴見病院のかかりつけの方
でも、鶴見病院以外のかかりつけの方でも利用し
て頂けます。

■質問２
　訪問看護師さんが家に来て何をするのですか？
　自宅で過ごしたい気持ちを一番に、ご自宅で安
全に楽に生活できるようサポートします。

Step１　訪問看護開始前から主治医と連携し、
患者さんの病状をしっかり把握します。

Step２　定期的に自宅を訪問し、専門的知識を
持って、丁寧に身体の観察を行います。

Step３　一つひとつの問題に対し、患者さん・
家族の思いを尊重し、専門的立場から必要
な支援やアドバイスを行います。

緊急時　病状が悪化した時でも、症状や原因を適
切に評価します。

　医師への報告を行い、連携をとりながら、迅速
な対応を行います。
　平素から、患者さん一人ひとりの病態から起こ
り得る状況を予測して、病状の悪化を防ぐ予防的
な看護を行います。そうすることが患者さんの在
宅生活を長く持続させることにつながると実感し
ているからです。

■質問３
　「訪問看護」と「訪問介護」どう違うの？

訪問看護
訪問看護師や理学療法士など医療従事者が訪問
します。
医師の指示（訪問看護指示書）に従い、医師と
連携しながら療養ケアや医療処置を行います。
＊療養ケア…清潔（体を拭く、入浴介助など）・

食事・排泄の介助
＊医療処置…点滴・床ずれや傷の処置、膀胱留

置カテーテルなどの管理
療養ケアに洗濯や買い物など生活援助にかかわ
る項目はふくまれません。

訪問介護
訪問介護員（ホームヘルパー）が訪問します。
ケアマネージャーが作成する計画に基づいて活
動します。
身体介護と生活援助を必要に応じて行います。
＊身体介護…食事・排泄・入浴、通所サービス

などへの送り出しなど
＊生活援助…掃除・洗濯・買い物・調理

■質問４
　訪問看護師はいつでもきてくれますか？
　対象となる患者さん一人ひとりの病状に合わせ
て計画的に訪問します。
　週１～３回位で曜日と時間を決め訪問します。
具体的な回数や時間はご本人、ご家族の体調や
　希望を確認して最終決定しています。
　１回の訪問時間目安は、30分～90分です。

■質問５
　訪問看護にかかる費用はどれくらい？
　費用の負担は、保険の種類や所得額、年齢や訪
問時間により異なります。
　原則１～３割が自己負担になります。医療保険
の場合は、自己負担が軽くなる制度もあります。
また介護保険の場合は、介護度によって異なりま
す。　　＊詳しくはお問い合わせください。＊

コロナ禍における
訪問看護師の活動
　昨年１月に新型コロナウイルス感染症が指定感染

症に定められ、３月に大分県で初の感染者確認と

なった以降は感染者が増加している状況です。

　この状況での訪問看護業務について、当ステー

ションではまず患者さんやそのご家族に向けて、訪

問時のマスクの着用と訪問前に発熱の兆しがあれば

電話で連絡をしていただくよう依頼しました。

　必要に応じた防護具（マスク・ゴーグル・ガウン

など）をして訪問すること、訪問するスタッフの健

康管理、ご家族への注意事項などを記したお知らせ

文書を配布し協力をお願いしています。

　しかしながら、呼吸苦のある方にマスクの着用は

厳しく、認知症の独居の方

にもマスク着用への理解が

得られないなど、在宅での

感染対策には限界がありま

した。

　看護師は、訪問時に、マ

スク・ゴーグル、アルコー

ル消毒薬を持参し、感染予

防に努めています。もちろ

ん、次の訪問先に行く際に

は、確実に手指消毒などを

行っています。

　職場内での集団感染を予防するため、各机に飛沫

予防パーテーションを設置し、共有で使うスペース

のアルコール消毒などは、個人が使用後に必ずおこ

なっています。

　また、別府地域全体の活動としては、新型コロナ

ウイルス感染症が発生しはじめた早期に、別府市内

にある約16の訪問看護ステーションが、万が一に

備えての協力体制について申し合わせを行いました。

訪問看護の事業所職員に感染者が発生した場合、業

務停止期間が発生することが考えられるからです。

　利用者の中でも訪問を短期間お休みできる方、で

きない方がおられます。看取り期の方の場合は、他

の訪問看護ステーションに代わって訪問を依頼でき

るような体制が必要でした。

　幸いにも、現在までそのような状況は起こってい

ませんが、これからも訪問開始時にご本人、ご家族

の意向をお聞きしながらコロナ禍での不測の事態に

備えていきます。

　訪問看護師は、医療職の中でも患者さんとご家族

の一番そばにいる専門家であり、在宅医療処置の実

施や指導といった身体的援助だけでなく、精神的、

社会的側面に配慮し、生活全般を把握しながら、寄

り添うことができる存在であると思います。

　これからも“最期まで家で過ごしたい”という思

いに寄り添い、自宅で自分らしく生きることを支え

続けたい。また、介護するご家族の愛も支えたいと

思っています。

処置前には必ず手指消毒

スタッフ

軟膏処置

令和２年度 利用者保険種別

医療保険48％

介護保険52％



別府市大字鶴見4309番地の1　TEL:0977－23－7112（代表）　FAX 0977－23－7976

厚生連だより 大分 ５

　健康管理センターでは年間およそ４万人の方が宿泊・日帰り健診を受けています。検査項目が約50項
目あり、検査場所も３フロアに分かれているため、健診者をいかにスムーズに、お待たせしないように
健診を受けてもらうことが出来るかという点が大切な業務となっています。
　健康管理センターでは18名の専属エスコートが所属して
おり、健診の場所や順番で迷わないよう各所にエスコート
を配置して周囲に目を配らせています。健診当日に結果を
お伝え出来るよう、来られた方へ積極的に声掛け等のご案
内を行っています。エスコート間の連絡にはインカムを活
用し、空いている検査場所やトラブル状況などの情報共有
を常に行い、素早くスムーズな健診が受けられるよう取り
組んでいます。
　外国からの健診者も多数いる為、身振り手振りとハート
と笑顔で対応し、それでも対応がむずかしい場合は外国語
対応エスコートがきちんと応じています。健診者視点でエ
スコートできるよう、皆で話し合って日々の研鑽を積んで
います。
　機械的な対応にならない様務めていますが、年に１回し
か会うことのできない健診者から顔や名前を憶えてもらえ
ることも増え、逆に私たちが元気をもらう場面が増えてき
ています。皆が安心して健診を受けることが出来るよう
チームで頑張っています。

私たちがご案内します（エスコート業務について）

田染荘（たしぶのしょう）豊後高田市
1200年前より水路や地
名などがほぼそのまま保
たれている田園。国の重要
文化的景観であり、ユネス
コ未来遺産にも登録され
ている。5月下旬頃より付
近では蛍が乱舞している。
　

中津城（なかつじょう）中津市
黒田官兵衛（如水）が築
城した梯郭式の平城で、
日本三大水城の一つ。
現在の天守閣は昭和
39年に建設されたもの
で、城内は資料館として
一般に公開されている。



　介護老人保健施設は生活期リハビリ施設で
あるため、入所者に対して様々な生活動作訓
練を行なっています。シェモア鶴見のある別
府市は鶴見岳から別府湾に向かって住宅地や
市街地を形成する「坂の町」でもあり平坦な土
地が少ないことから、高齢者が傾斜を気にせ
ず歩行できる場所が限定されています。その
ためシェモア鶴見では入所中に適切な移動訓
練を行う手段として、入居フロアを１フロア
とし更に国の規定を上回る広さを確保してい
ます。居室や廊下を広くすることで日常生活
での移動距離を延ばし、移動する場面を増や
すことを訓練の一環として行っているのです。

　広い複数ある廊下の途中にはそれぞれ休憩スペースを
確保し、入所者それぞれのペースで移動しても接触事故
が起きないようレイアウトの工夫を行っています。
　歩行訓練の際はリハビリスタッフや介護スタッフが同
行して安全の確保を行いつつ、入所者の体調を観察しな
がら対応しているほか、他の老人保健施設同様に入所者
の状態に応じた歩行支援用具を用意して移動能力の維持
や低下予防に取り組んでいます。

別府市大字鶴見4333番地の5　TEL:0977－23－7113　FAX:0977－23－7996

広い廊下で歩行訓練

厚生連だより 大分２ 厚生連だより 大分６



血液内科
岩永　愛実

厚生連だより 大分 ７

新入職員入会式
～新たな一歩！フレッシュな新入職員21名～

　新年度がスタートした４月１日、大分県厚生連では新型コロナの感染拡大防止の対策を講じつつ入会
式、辞令交付式を行いました。石井理事長が、「みなさんが今日という日を迎えられたことをうれしく

思います。大分県厚生連のため、そして地域のためにも
具体的な目標を持ち、失敗を恐れずに日々チャレンジし
てほしいと思います」と挨拶された後、新入会員21人に
辞令を手渡しました。新入職員代表の安部　莉子さん
（薬剤師）が「大分県厚生連の職員としての誇りと責任
を持ち、医療スタッフの一員として与えられた使命に全
力を注ぎ、精一杯努力していきます」と誓いの言葉を述
べました。
　期待と不安を胸に、社会人として一歩を踏み出した新
入職員たちのこれからが楽しみです。

新入職員21人に辞令を交付＝1日午前、鶴見病院南館

新入会員の代表が決意の言葉を述べる入会者（R3.4.1）

橋 元 杏 奈
安 部 莉 子
石　川　安沙実
宇都宮　　　遥
江 淵 咲 希
小 野 麻 衣
加 嶋 　 惠
加 藤 朱 莉
隈 井 智 菜
酒 井 葵 衣
田　中　かおり

徳 丸 実 里
鳥　生　真理香
馬 場 美 咲
原 田 真 衣
眞　﨑　つかさ
向　井　真菜美
矢 野 優 香
吉　田　ちひろ
宮 﨑 由 依
辛 島 恵 子

保健師

薬剤師

看護師

看護師

看護師

看護師

看護師

看護師

看護師

看護師

看護師

看護師

看護師

看護師

看護師

看護師

看護師

看護師

看護師

看護師

臨床検査技師

令和3年度 新任医師紹介 ４月１日付で鶴見病院に赴任した
新任医師をご紹介します。

小児科
安部　義一

形成外科
出光　茉莉江

腎臓内科
古寺　紀博

小児科
大川　優子

腎臓外科・泌尿器科 部長
佐藤　竜太

腎臓内科
山口　奈保美

消化器外科
穴井　仁晃

放射線治療科
大塚　健一朗

循環器内科
吉良　晋太朗

消化器外科
小山　旅人

麻酔科
服部　望

消化器内科
鹿子嶋　洋明

呼吸器外科 部長
阿南　健太郎
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ビーコンプラザ

市役所

別府公園 鶴見丘高校

緑丘小学校

中部中学校

実相寺サッカー
競技場

鶴見台中学校

別府駅

流
川
通
り

富
士
見
　
通
り

JR日豊本線

九
州
横
断
　
道
路

至 日出町

至 大分市 的ヶ浜公園

マルショク

別府国際観光港

別　府　湾

実相寺サッカー
     競技場

実相寺野球場

鶴見台
中学校

発行／大分県厚生農業協同組合連合会　〒874-8585 大分県別府市大字鶴見4333番地　TEL 0977-23-7465　FAX 0977-23-7493　http://www.oita-koseiren.com

※鶴見病院のホームページへの
　アクセスはこちら
　
http://www.ok-tsurumi.com/

※健診内容や料金などをご覧になりたい方は
　健康管理センターのホームページにアクセス
　
http://www.ok-kenkou.com/

　クールビズが始まりまし

た。しかし朝夕の寒暖の差

が激しい日が偶にあります。

　体調崩さないよう気を付

けながら頑張っていきま

しょう！

（M.M）

３月の健診/受診結果
国 東
姫 島
杵 築
山 香
大 分
由 布
日 田
臼 杵
野 津
佐 伯
豊後大野
竹 田
豊後高田
中 津
宇 佐
安心院

Ｊ
　
Ａ
　
お
　
お
　
い
　
た

受診者数総合計 2,842名
（うちJA 212名）

Ｊ Ａ べ っ ぷ 日 出
Ｊ Ａ 玖 珠 九 重
Ｊ Ａ 九 重 町 飯 田
大 分 大 山 町 農 協
下 郷 農 協

《３月健診》

東部事業部

中西部事業部

南部事業部

豊肥事業部

北部事業部

5 
2 
8 
1 
52 
7 
0 
12 
0 
1 
4 
2 
24 
25 
30 
6 
22 
11 
0 
0 
0

名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
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名
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名
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名

編集後記

健康の
ワンポイント

フレイルに気を付けて！
　新型コロナの感染に気を付けないといけない現在、日常に潜む問

題として「フレイル」が話題となっています。

　フレイルとは、日本では2014年に日本老年医学学会が提唱した

「年齢に伴って筋力や心身の活力が低下した病態」という概念から

広まり、介護が必要となる状態の前段階と言われています。

　密を避ける行動をとるあまり運動量が低下した結果、虚弱となっ

て動けなくなるという悪循環を防がないといけません。安全を確保

しつつ、少しだけでも体を動かすことに意識を向けてはいかがで

しょうか。


