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三つの愛（三愛精神）をモットーに、患者さんの権利とプライバシーの尊重、質の高い医療介護サービスを心がけます。
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地域の皆様に安心・信頼される組織をつくり、「患者さん本位の医療と介護サービスの統合」（経営理念）をめざします。
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2013年9月27日に院内で摂食・嚥下に関する勉強会を開催し、看護課、リハビリテーション課、

栄養課スタッフが参加いたしました。飲み込みの仕組みや、誤って食物や水分が気管に入り込んで

しまう誤嚥について多職種で学び、より良いサポートを患者様に行っていけるよう努めてまいります。

2013年7月14日、15日に静岡県のグランシップ静岡にて開催された第26回日本臨床整形外科学会学術大会に参加

しました。「リハビリテーション課における医療安全への取り組み」という演題で口述発表を行いました。

参加者は、医師が中心でしたが、コメディカル（理学療法士、看護師など）の方々の発表も多く、他施設の方の

演題を聞いて新たな知識を得る事ができました。患者様へ、より安全なリハビリが提供出来るよう、今後も日々の

業務や、研究発表に取り組んでいきます。

地域の皆様との交流を目的に、下記内容で健康教室を開催致します。当院の医師による講演や、健康チェック

など、様々なイベントを企画しておりますので、是非ご参加下さい。

詳細につきましては、当院や、医療法人三愛会ホームページなどで、別途お知らせさせて頂きます。
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開催場所：三愛クリニック１階
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【イベント内容】

①島田医師講演（テーマ：骨粗鬆症について）

②医師個別相談コーナー

③健康チェック（身長・体重・血圧測定）

④採血検査（最大50名）

⑤フォルム検査（最大10名）

⑥フラックス（骨密度簡易問診 最大90名）

⑦理学・作業療法士講演、体操（運動について[骨粗鬆症に関連するもの]）

⑧パワーリハビリ体験（パワーリハビリ器具、ニューステップ、DT-1、JOBA）

⑨管理栄養士講演（骨粗鬆症を防止する食事療法について）

⑩骨粗鬆症の方への栄養相談、栄養に関するパンフレット配布、栄養付加食品サンプル配布

⑪その他（握力測定コーナー、法人パンフレット設置コーナーなど）

※現時点で予定している内容で急遽、変更となる場合がございます。

大変申し訳ありませんが、ご了承ください。
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三愛会グループでは、「ホスピタリティ」を浸透させる取り組みをしております。ホスピタリティとは、

一般的に「おもてなし」という意味ですが、三愛会では「相手に対する主体的な思いやり」と考えます。

自ら相手の気持ちになって、相手の立場に立って、共に考えてあげる気持ちを持った人材育成に力を入れて

おります。その取り組みの一環で、職員の中からトレーナーを選抜し、2013年5月から8月にかけて、5日間、外部

講師によるトレーナー研修を行い育成致しました。働き甲斐のある職場づくりや、能力を引き出す場を作る

ことで「ホスピタリティ」を推進し、ＣＳ（顧客満足）はもちろんの事、ＥＳ（職員満足）も高めてまいります。

今回は、個別リハビリの内容について説明させて頂きます。個別リハビリは、

理学療法士や、作業療法士による徒手訓練・関節可動域訓練・歩行訓練等を

約２０分間行います。退院後の要介護利用者に関しまして、リハビリを集中的

に行うために短期集中リハⅠを４０分間、短期集中リハⅡを２０分間も実施

できます。

2013年10月に、調剤室を移設しました。以前よりも広く、作業しやすくなっており、今後も、質の高い

サービスを提供してまいります。

医療法人三愛会ホームページの下記ページを更新しました。

更新ページ：三愛クリニック・通所リハビリテーション
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URL：http://www.sanaikai.or.jp/sanai-clinic/riha
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※訪問リハ、通所リハ（デイケア） 実施。
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病院の献立は、季節、病態に合わせて工夫を凝らし、利用者様の満足度を追究

しております。

今回紹介させていただく献立は、左から「かしわ飯弁当」、「うなぎちらし」、

「敬老の日特別メニュー」となっております。
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