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平成２４年４月 No.274け　ん　　　　　　こ　う

（題字は名誉理事長直筆）

財団法人星総合病院

＜醫霊＞霊をも醫（癒）やしたい　　　という創始者の願いを医療従事者の医の心とすべく造られた当法人の理念
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　物忘れをするようになるのは、誰
しもとても悲しく嫌なことだと思
います。とはいえ、よくある単なる
“ど忘れ”や年齢的な覚えにくさが
でてくるのはまったく心配するも
のではありません。しかし、日頃か
らいろいろなことを忘れてしまう
ことが多くなったり置き忘れが多
くなったりということは、普通の年を取ったからというもの
で起こる物忘れとはまったく異なります。昔から“ボケ”や“痴
呆”といわれていますが、今では“認知症”といわれるものです。

アルツハイマー型認知症
　認知症といってもそれは症状であって、その原因はいろい
ろあります。認知症の多くは年齢とともに悪くなるものが多
いものですが、その中には治せる認知症もありますし、医学
の進歩に伴い、治せないまでも症状の悪化を遅くする治療が
できるものもあります。
　物忘れをする病気の中で一番多く、一番有名なのが「アル
ツハイマー型認知症」です。アルツハイマー型認知症は脳細
胞に老廃物がたまって、脳細胞が普通より早く壊れてしまい、
ボケが進んでしまう疾患です。症状が進むと物忘れだけでは
なく、判断力・物事の理解力が低下したり、迷子になったり、
やる気がなくなって家に閉じこもったり、昼間はうとうとし
て夜中に歩き回ってしまったり、ひどくなると言葉も通じな
くなってしまったり、様々な問題行動を起こして困ってしま
うこともしばしばです。

現実を受け入れて早期治療を！
　その原因はほぼ解明されていますが、この病気自体を完全
に治せるものではありません。し
かし、早期にきちんとした精査・
診断を受け、その人に合った治療
薬を受けたり、どんどん歩いても
らったり、食事や栄養・水分をし
っかり摂ってもらったり、ビタミ
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ン剤を内服することで症状の進行を遅くすることもできます。症状が進んでからのボケボケ
状態からの治療では効果は少なくなってしまうので、いかに早いうちに気づいて精査を受け、
きちんと治療を受け始めるか、症状を良くした後は悪くならないように対処していくか、ご
家族が認知症をきちんと理解し、現状をきちんと受入れ、介護していくか、ということもと
ても重要になってきます。

血管性認知症
　その他、脳軟化や脳梗塞の後遺症として認知症が出てしまう、
「血管性認知症」もよくみられます。これについてはいかに脳梗
塞になった後に、きちんと水分を取り、散歩や栄養管理などの
規則正しい生活を送るなどの自己管理ができるか、血圧やコレ
ステロールや糖尿病、不整脈のある方は、きちんと内科的な治
療を受けているかという事が一番重要となります。

治せる認知症もあります
　治せる認知症には、脳出血や慢性硬膜下血腫、正常圧水頭症、脳腫瘍などの脳の病気や、
脳に働く様々なビタミンの欠乏症や甲状腺の働きの低下するもの、うつ病によるものなどが
あります。これらは早めにきちんと診断をつけてその病気にあった治療を受ければ、よくな
ることが多いので、“治せる認知症”といわれているのです。

おかしいなと思ったらすぐに専門医受診を！
　物忘れかな？とご本人でもご家族でも思われたら、早
めに「物忘れ外来」を受診して、まずは物忘れがあるか
どうか？あった場合にはどの病気から起こっているの
か？治せる病気なのかどうか？をきちんと診断をつけて
もらい、アドバイスを受けることが重要です。
　現在は診断機器も進歩していますし、専門医も増えて
います。アルツハイマー型認知症についていえば、去年
の４月から新薬が３種類増えて、合計４種類の薬の組み
合わせの治療を行うことで症状を改善し、その進行を遅
らせることも可能となってきました。

　星総合病院でも月曜、火曜の午後に、神経内科の外来にて「物
忘れ外来」を開設し（予約制）、専門医療を行っております。物
忘れが心配な方、ご家族の症状が心配な方は、一度お早めに受診
してみてはいかがでしょうか？
　精査や治療に加え、心理部門や医療相談員などと協力して、自
宅での介護へのアドバイスやサポートも行っていますので、お気
軽にご相談ください。
　外来予約フリーダイヤル　0120-33-4895
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○星総合病院跡地開発計画設計プロポーザルを実施
　新病院移転後における現在の星総合病院跡地について、地域の実情
に沿ったまちづくりに資する施設の整備及び運営を行う設計業者を選
定すべく、設計プロポーザルを実施しています。

○世界的指揮者・本名徹次様が工事現場を視察
　郡山市出身の世界的指揮者・本名徹次様が新病院工事の見学にいら
っしゃいました。新ポラリス保健看護学院に設置する講堂について、
構造や設備のアドバイスをいただきました。

　平成23年３月に着工して１年が経ちました。
　中央診療棟及び病棟はほぼ外観が完成しつつ
あり、またリハビリ･保育施設、サービス棟、立体
駐車場の工事も始まっています。平成25年春の
開院に向けて、現在急ピッチで工事が進められ
ています。

≪中央診療棟≫

工事のようす（平成24年４月17日撮影）

≪病棟≫

全景

全景

≪リハビリ・保育施設≫

１階　内装工事

１階　内装工事 ２階　内装工事

２階　内装工事

≪サービス棟≫

捨てコン打設完了

基礎鉄筋・型枠工事

≪立体駐車場≫

鉄骨建方

○中央診療棟………………１・２F内装仕上工事
○病棟………………………１・２F内装仕上工事
○立体駐車場………………鉄骨建方
○リハビリ・保育施設……基礎型枠・配筋工事
○サービス棟…………捨てコンクリート打設完了

　新病院建設現場の様子をリアルタイムでご覧いただけるようライ
ブカメラを設置しています。

＜動画の見方＞
①当法人ホームページ（http://www.hoshipital.or.jp）にアクセス
②「新　星総合病院建設現場ライブカメラ」のリンクをクリック

現場ウェブカメラ公開中

写真左から
本名徹次様、星北斗理事長
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開設87周年記念式典開設87周年記念式典開設87周年記念式典

ベストトレーナー賞（昨年度法人各施設における実習生・研修生のうち、他の規範となる態度で研修された方に贈られます）
水野　裕之（現在：星総合病院　循環器内科医師／平成23年　福島県立宮下病院在籍時、星総合病院循環器科を
　　　　　　研修）
岡田　久美（現在：星総合病院　看護師／平成23年　ポラリス保健看護学院在籍時に星総合病院にて看護実習）

ベストトレーニー賞（昨年度法人各施設における実習生・研修生の指導者のうち、特に優秀であった方に贈られます）
佐々木真理（㈶湯浅報恩会寿泉堂綜合病院　看護師／ポラリス保健看護学院学生を丁寧に指導）
先崎　祐子（星ヶ丘病院　看護師／ポラリス保健看護学院学生を丁寧に指導）
年間エース賞　東日本大震災後の診療回復に尽力した全職員

35年表彰（１名）
圓谷　厚子（星合）

30年表彰（８名）
星　　恒雄（星合） 石川　芳枝（星合） 國分美紀子（星合） 菅野　清治（星丘） 永井　正勝（星丘）
今泉　明美（星丘） 石川　明美（オリ） 石川　元久（三春）

25年表彰（８名）
安藤まり子（星合） 吉田　豊子（星合） 遠藤　延子（星合） 島田　紀江（星合） 佐久間恵子（学院） 阿部　初江（星丘）
鈴木さゆり（星丘） 阿部　和紀（星丘）
20年表彰（36名）
渡辺　明子（星合） 続橋　順市（星合） 七海由美子（星合） 鈴木　秀美（星合） 上石みゆき（星合） 阿部　洋子（星合）
上石　正美（星合） 宗形　孝子（星合） 影山　陽子（星合） 本　　幸枝（星合） 高野　純子（星合） 大和田康成（星合）
阿部　貴子（星合） 石田　淑子（星合） 遠藤美由紀（星合） 大和田由香（星合） 佐藤　則子（星合） 根本真由美（星合）
和田キヨミ（星合） 石田　　肇（星合） 高山　一浩（星合） 熊田　幸恵（星合） 黒沼　真紀（星合） 鈴木　尚子（包括）
佐川　理恵（星丘） 折笠　洋子（星丘） 大橋　久子（星丘） 村上ゆき子（星丘） 大越　啓一（星丘） 橋本タミ子（星丘）
佐藤由美子（星丘） 伊藤真由美（星丘） 国分　広美（オリ） 本田ミツエ（オリ） 石井　光子（敬老園） 原　　雅幸（敬老園）
15年表彰（27名）
清野　義胤（星合） 片方　直人（星合） 川前　恵一（星合） 阿部　利明（星合） 武藤ひろみ（星合） 太田　美紀（星合）
箭内　雅美（星合） 伊藤恵美子（星合） 苅谷めぐみ（星合） 國分　美紀（星合） 林　　成洋（星合） 鈴木　美保（星合）
佐藤　基子（星合） 岩井美由紀（星合） 佐藤　洋子（星合） 坂下チヨミ（星合） 堀　　祐子（星合） 近内みどり（星合）
柳沼　徹郎（星合） 過足まゆみ（星合） 石原　文香（学院） 渡邊由美子（三春） 藤井　理子（星丘） 鈴木　恵美（星丘）
増子　　愛（星丘） 大越マリ子（星丘） 近内　秀典（星丘）
10年表彰（22名）
青木　健一（星合） 二上　倫嗣（星合） 中島美貴子（星合） 山際　理恵（星合） 大槻めぐみ（星合） 石井　志保（星合）
冨塚　玲子（星合） 中島　夕紀（星合） 深津　千鶴（星合） 森　　真理（星合） 山﨑　妙子（星合） 日下部洋子（星合）
松井　里佳（星合） 小木　里美（星合） 永崎　文敏（星合） 奥山　真紀（星合） 戸崎亜紀子（星訪看） 安齋　寿子（星丘）
国分麻里子（星丘） 尾形　香織（星丘） 佐藤　律子（星丘） 久間木　哲（星丘）

　星総…星総合病院、星丘…星ヶ丘病院、三春…町立三春病院、オリ…介護老人保健施設オリオン、学院…ポラリス保健看護学院
　敬老園…養護老人ホーム三春町敬老園、星訪看…星訪問看護ステーション、包括…芳賀・小原田地域包括支援センター

（102名）

　星ヶ丘病院体育館において４月19日、当法人開設87周年記念式典を挙行し、職員463名が出席しました。星北斗
理事長より「地域に喜んでもらうことを我々の原動力に、自分の仕事、役割を見つけて行動していこう」との式辞
があり、引き続きベストトレーナー賞、ベストトレーニー賞、永年勤続表彰を行いました。表彰者は次の通りです。

（敬称略）表　彰　者

　星総合病院職員が講師となり、皆様のお近くなら「どこでも」出向いて健康教室を行う「どこでも健康教室」。メニュー
は全39講座で、子供から大人まで幅広い年齢を対象としており、気軽に専門職の講義が聞けるということでご好評いた
だいております。
　去る２月15日、本宮市立白沢中学校にて３年生を対象に星総合病院助産師による「性に関する講話」を実施し、思春期
における体の変化・男女の体のしくみ・生命の誕生・性感染症等についての講話を行い、その模様が学級通信に掲載さ
れました。参加した生徒さんの感想を一部ご紹介します。

命は本当に「大切だな」と感じました。私達は将来親に
なった時に子供ができたらうれしいだろうと思いま
す。また出産するときは、自分の命に代えてでも子供の
命を守りたいと思います。私達が生まれてきたのは奇
跡で、この学校でみんなに会えたのも奇跡だと思いま
した。

この学習を通して、自分の体を大切にしようと思いました。ま
た、自分がうまれた時のことを親に聞いてみようと思いまし
た。自分は父と母のおかげで生まれてきたということに感謝し
たいという気持ちが大きくなりました。これから大人になる中
で、自分に責任を持ってしっかりと自分の道を歩んでいきたい
と思います。

※中学校の許可を得て掲載しております。
皆さんもどこでも健康教室を利用してみませんか？
メニュー一覧及び詳細は、当法人ホームページをご覧ください（http://www.hoshipital.or.jp）

35年表彰の▶
圓谷厚子さん　

「どこでも健康教室」が中学校の学級通信で紹介されました
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訪問看護とは？
　訪問看護とは病気や障害を持った人が住み慣れた地域
やご家庭で、その人らしく療養生活を送れるよう、看護
師などが出向き療養生活を支援するサービスです。訪問
看護ステーションは郡山市に21か所あります（H23年度、
連絡協議会登録数）。
　退院後の体調管理が不安な方、カテーテルや在宅酸素
などの管理が必要な方、通院はできるけど療養上の注意
を細かく知りたい方、介護や看護の方法を相談したいご
家族などが利用されています。
どんな事をするの？
　主な看護の内容は以下の通りですが、ご本人やご家族
の希望に合わせ、相談しながら看護を提供しています。
■サービス内容 
・症状、障がいの観察（血圧・体温・呼吸・脈拍）な
ど

・入浴、清拭による清潔の保持
・食事及び排泄など日常生活の世話
・褥瘡の予防・処置
・リハビリテーション
・在宅看とりの看護
・療養生活や介護方法の指導
・カテーテル等の管理
・認知症の方の看護
・精神疾患の方の看護
・その他、医師の指示に
　よる医療処置

■ご家族への助言や相談 
・療養の世話の仕方
・応急手当の方法
・家族の健康相談
・介護用品の紹介
・福祉サービスの紹介と利用の仕方

■かかりつけの主治医との連絡と調整
・かかりつけの主治医へ病状報告と相談をし、治療方
針と指示を受ける

・緊急時の対応等

訪問看護ステーションのご案内

利用者の声
○要介護５の母親を介護さ
れているAさん、訪問看護
は週２回利用
　「自分一人では不安なこ
とが多く、定期的に来て
もらって安心です。」
○入退院を繰り返していた
Bさんを在宅で看取られた娘のCさん、週１回の訪問看
護を基本とし、状態変化時に臨時訪問や電話相談を行
いました。
　「入院するといつも家に帰りたいと言っていたので、
先生の往診や訪問看護を利用しながら家で最期まで過
ごせよかったと思います。」
○要介護１の母親の通院を介助している息子さん。訪問
看護は週２回利用。
　「家での過ごし方や介護の工夫を相談できるので助か
ります。何かあった時、電話で相談したり、臨時に来
てもらえるので安心できます。」
訪問看護を利用するには？
　訪問看護はかかりつけ医が必要であると判断すれば、
通院中でも年齢に関係なく利用できます。年齢や状態に
よって医療保険、介護保険のどちらかに決まります。
　すでに介護保険を利用されている方はケアマネジャー
にご相談ください。それ以外の方は、病院の相談室、かか
りつけ医、訪問看護ステーション、地
域包括支援センター、行政センター等
にご相談ください。
料金は？
　介護保険利用では30分以上60分未満
で830円、医療保険では一割負担の場
合、月の一回目1830円+交通費、２回
目以降850円+交通費です。
※どちらもお身体の状態等によって
加算がつく場合がありあます。状
況によって別途料金がありますの
で、ケアマネジャーまたは訪問看
護ステーションにお気軽におたず
ねください。

お問合せ先：
　星ヶ丘訪問看護ステーション　TEL.024-962-1711
　星訪問看護ステーション　　　TEL.024-956-2322

Hさん宅のお庭から

神永　尚人先生

①診療科・役職　②入職月
③認定資格　　　④メッセージ着 任 医 師 紹 介（平成24年2月～4月）

①外科医長
②平成24年4月
③日本外科学会専門医
④消化器、乳腺・甲状腺を中
心に診療しておりました。
当院では消化器外科を中心
に診療させて頂く予定で
す。よろしくお願いします。

①心臓病センター循環器内
科医師
②平成24年4月
③日本内科学会認定内科医
④循環器疾患を幅広く治療
致します。また、高血圧
など動脈硬化を進行させ
る原因疾患もしっかりと
治療致します。

①形成外科医師
②平成24年4月
④大学で他科と連携してフットケアを専
門に治療していました。食文化の欧米
化、高齢化とともに、糖尿病・透析患者
が増加し、足切断に至る症例も多くみ
られます。重症下肢虚血に至るフット
ケア患者は合併症が多く、致死率も高
いため、当院でも他科と連携してフッ
トケアの診療を行ってまいります。

①整形外科医師
②平成24年4月
④元気に良い診療に励みたいと思
います。よろしくお願いします。

①心臓病センター心臓血管外科医長
②平成24年4月
③日本外科学会専門医、心臓血管外
科専門医認定機構専門医、胸部・
腹部ステントグラフト実施医
④心臓、大血管、末梢動静脈疾患の
外科治療に力を入れています。ど
うぞよろしくお願いします。

①精神科医師
②平成24年2月
④現在、2歳になる娘の子育て奮闘
中です。仕事、育児を両立させて、
私らしく頑張りたいと思います。
よろしくお願いいたします。

①小児科医師
②平成24年4月
④未来を担う子ども達の健
康を守るため、全力を尽
くしていきたいと思いま
すので、どうぞよろしく
お願い致します。

伊藤　泰輔先生

坪井　栄俊先生

大野　　望先生

野寺　真樹先生

水野　裕之先生

山田　哲郎先生

中村結香子先生

栁沼　和史先生水野　杏奈先生

皆様よろしくお願い致します。

星ヶ丘訪問看護ステ
ーションスタッフ

星訪問看護ステー
ションスタッフ
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芳賀・小原田地域包括支援センター
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病診連携勉強会開催 平成24年3月21日

　郡山ビューホテルアネックスにおいて病診連携
勉強会を行い、地域医療機関の先生方約30名が参
加しました。紹介症例など３題の症例報告を実施、
引き続き星総合病院木島幹博病院長によるミニ・
レクチャーを行いました。地域医療の充実・連携
強化に向け、有意義な会となりました。

　症例報告
　　①「閉塞性動脈硬化症の一例」
　　　　　星総合病院　循環器内科　清野　義胤
　　②当院で経験した静脈血栓塞栓症について
　　　岩代国民健康保険診療所　菅野　和冶先生
　　③決定的な診断基準に欠けたため救済が
　　　遅れた特定疾患の一例
　　　　　慈山会医学研究所付属坪井診療所
　　　　　　　　　　　　　　　長谷川孝一先生
　　　　　星総合病院　眼科　　　　平井　香織

　ミニ・レクチャー
　　「大震災と循環器疾患の関連」
　　　　　星総合病院　病院長　　　木島　幹博

海外研修 平成24年4月9日～14日

　４年生34名が参加し、アメリカ・ロサンゼルス
へ海外研修に行ってきました。①UCLAメディカ
ルセンター②Children's Hospital La　③City of 
Hopeの３施設を訪問し、施設概要説明、施設見学、
質疑応答を行いました。３施設とも領域において
は最先端医療を担っており、特に①ではナースプ
ラクティショナーの実際の活動、②CLS（チャイ
ルド・ライフ・スペシャリスト）の活動、③では
スピリチュアルケア・遺族ケアについての説明が
ありました。同時通訳で解説を聞き、学生にとっ
て初めてのグローバルな体験は大変有意義なもの
となりました。

慰問コンサートが行われました
安積高校合唱団 平成24年1月29日

　「瑠璃色の地球」「故郷」など計７曲を披露して
くださいました。
　終了後は利用者と握手し交流を深める場面もみ
られ、心温まるコンサートとなりました。

友近890（やっくん） 平成24年3月9日

　友人が気仙沼で被災したことをきっかけに全国
の避難所を回り歌を届ける活動を行っている友近
890。「青い山脈」「明日があるさ」などなじみの
曲に加え、オリジナル曲「一人じゃないんだ」を
歌いながら書道のパフォーマンスを披露してくだ
さいました。元気とパワーをもらいました。

健康教室 平成24年3月1日、9日

　芳賀公民館、小原田公民館において、健康教室
「転ばないために～楽しくワン・ツー・スリー～」
を開催、地域の皆さん約60名が参加しました。介
護予防運動指導士の小野すま子先生を講師に、手
や足、ボールを使ったストレッチを行いました。
新しい事に挑戦す
ればするほど脳に
良い、継続するこ
とが大切、とのお
話がありました。



　当法人では、新星総合病院の開院に向けて、看護職員を大募集しています。
　新病院では職員の福利厚生が更に充実、また好立地条件を活かし、ソフト面・ハード面の双方で働きやすい環境と
なります。年間を通して病院説明会、採用試験を実施し
ており、採用時期についてはご相談に応じます。
　まずはお気軽にご連絡ください。

「潜在看護師就労支援講習会」のご案内
　子育て等でブランクがあり職場復帰に不安のある方
には「潜在看護師就労支援講習会」を開催しています。
お気軽にどうぞ！

心意気のある人この指とまれ！　看護職員大募集

　栄養バランスのとれた昼食をとりな
がら、小児科医師、栄養士、薬剤師、保育
士などの専門職から「子ども」に関する
健康・育児等のお話を聞きます。
　子育てについての知識を深め、他の
パパ・ママの皆さんとの情報交換や交
流を深める機会にもなります。ぜひお
気軽にご利用下さい。

対象者：０歳児を育てているお父さん、お母さん
　　　　※親子20人程度を予定しています。
場　所：星ヶ丘病院（郡山市片平町）　３階　和室
　　　　※駐車場あり
時　間：11時30分～ 13時00分　※受付11時15分～
費　用：昼食費用として、１食500円

１歳以上のご兄弟が参加される場合は、子
供用の食事もご用意します（要連絡）。

子育て中のパパ・ママの皆さん「ランチョンママセミナー」に参加しませんか？

心意気のある人この指とまれ！　看護職員大募集

子育て中のパパ・ママの皆さん「ランチョンママセミナー」に参加しませんか？

心意気のある人この指とまれ！　看護職員大募集

子育て中のパパ・ママの皆さん「ランチョンママセミナー」に参加しませんか？

お問合わせ先　TEL.024-923-3711　総務人事部・法人看護部

財団法人   星総合病院
●星総合病院
〒963-8501　福島県郡山市大町二丁目1番16号
TEL 024-923-3711

　星訪問看護ステーション
〒963-8813　福島県郡山市芳賀1-16-1
TEL 024-956-2322

　星総合病院　在宅介護支援センター
〒963-8501　福島県郡山市大町二丁目1番16号
TEL 024-923-3818

　星総合病院保育所
〒963-8001　福島県郡山市大町二丁目12-13
　　　　　　　宝栄郡山ビル202号
TEL 024-923-5550

●星ヶ丘病院
〒963-0211　福島県郡山市片平町字北三天7番地
TEL 024-952-6411

　星ヶ丘訪問看護ステーション
〒963-0211　福島県郡山市片平町字北三天7番地
TEL 024-962-1711

　居宅介護支援事業所星ヶ丘
〒963-0211　福島県郡山市片平町字北三天7番地
TEL 024-952-6414

　星ヶ丘保育園
〒963-0211　福島県郡山市片平町字北三天7番地3号
TEL 024-951-0788

●介護老人保健施設オリオン
〒963-0211　福島県郡山市片平町字峯三天2番地
TEL 024-952-6413

●三春町立三春病院（指定管理）
〒963-7752　福島県田村郡三春町字六升蒔50
TEL 0247-62-3131

●養護老人ホーム三春町敬老園（指定管理）
〒963-7752　福島県田村郡三春町字六升蒔50番地の1
TEL 0247-62-3618
●ポラリス保健看護学院
〒963-8071　福島県郡山市富久山町久保田字金堀田4番地
TEL 024-922-9105
●芳賀・小原田地域包括支援センター
〒963-8813　福島県郡山市芳賀1-16-1
TEL 024-941-1121

HP http://www.hoshipital.or.jp
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ご意見をお聞かせ下さい。

ホームページアドレス
http://www.hoshipital.or.jp
発　行／ 財団法人星総合病院
編　集／「懸虹」編集委員会
発行月／平成24年４月
住　所／〒963-8501
　　　　 郡山市大町2丁目1-16

セミナー内容

回数 日　程 内　　　容 講　　師

１回目 平成24年６月７日㈭ お母さんのための運動教室（ヨガ） 歯科衛生士

２回目 平成24年8月2日㈭ 子どもの健康についてのお話 小児科医師

３回目 平成24年10月4日㈭ 子どものお薬の飲ませ方 薬剤師

４回目 平成24年12月6日㈭ 子どもの遊び方教室 医療保育専門士

５回目 平成25年3月7日㈭ 食育　～離乳食の作り方～ 管理栄養士

申し込み方法：開催日の２週間前までにお電話でお申し込み下さい。
申し込み・問合せ先：TEL　024-935-7362（直通）　星総合病院　健診室　保健師　厚海




