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私たちがめざすこと
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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。

私たちがこころがけること
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一、患者さんへのいたわりの愛
一、患者さんへのいたわりの愛一、患者さんへのいたわりの愛
一、患者さんへのいたわりの愛

一、職員相互のおもいやりの愛
一、職員相互のおもいやりの愛一、職員相互のおもいやりの愛
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一、地域社会への奉仕愛
一、地域社会への奉仕愛一、地域社会への奉仕愛
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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。

整形外科三愛病院
整形外科三愛病院整形外科三愛病院
整形外科三愛病院 三愛クリニック

三愛クリニック三愛クリニック
三愛クリニック

北ふ頭三愛クリニック
北ふ頭三愛クリニック北ふ頭三愛クリニック
北ふ頭三愛クリニック

ボルベール石燈籠
ボルベール石燈籠ボルベール石燈籠
ボルベール石燈籠

今号の特集内容
今号の特集内容今号の特集内容
今号の特集内容

特集１
特集１特集１
特集１ 第

第第
第1
11
1回
回回
回 健康フェアさんあい開催
健康フェアさんあい開催健康フェアさんあい開催
健康フェアさんあい開催

特集２
特集２特集２
特集２ 第

第第
第15
1515
15回日本骨粗鬆症学会発表
回日本骨粗鬆症学会発表回日本骨粗鬆症学会発表
回日本骨粗鬆症学会発表

特集３
特集３特集３
特集３ ホスピタリティ推進活動の実施

ホスピタリティ推進活動の実施ホスピタリティ推進活動の実施
ホスピタリティ推進活動の実施

特集４
特集４特集４
特集４ レッドコード体験会実施

レッドコード体験会実施レッドコード体験会実施
レッドコード体験会実施

特集５
特集５特集５
特集５ リハビリ研修会

リハビリ研修会リハビリ研修会
リハビリ研修会

特集６
特集６特集６
特集６ クリスマス会開催

クリスマス会開催クリスマス会開催
クリスマス会開催

特集７
特集７特集７
特集７ ホームページ更新

ホームページ更新ホームページ更新
ホームページ更新



2013年10月11日（金）～13日（日）に第15回日本骨粗鬆症学会が開催されました。当院の医師も、学会に出席し、

下記内容で発表を行いました。
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①ラロキシフェン単独投与及びラロキシフェンとエルデカルシトール併用投与の有効性と安全性についての検討
①ラロキシフェン単独投与及びラロキシフェンとエルデカルシトール併用投与の有効性と安全性についての検討①ラロキシフェン単独投与及びラロキシフェンとエルデカルシトール併用投与の有効性と安全性についての検討
①ラロキシフェン単独投与及びラロキシフェンとエルデカルシトール併用投与の有効性と安全性についての検討

②男性骨粗鬆症患者におけるエルデカルシトールの有効性と安全性についての検討
②男性骨粗鬆症患者におけるエルデカルシトールの有効性と安全性についての検討②男性骨粗鬆症患者におけるエルデカルシトールの有効性と安全性についての検討
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今後も、様々な学会に出席し、知識、技術力の向上に努めてまいります。

2013年11月に三愛会グループでは、スリーハートカードを導入しました。

スリーハートカードとは、ホスピタリティ（相手に対する主体的な思いやり）を感じた職員に配付するカードの

事です。期間は、1ヵ月間で、もらった職員からは、「改めて褒めてもらい、嬉しかった」等の感想が寄せられて

います。職員が褒め合う制度を導入することで、今後もホスピタリティ活動を推進し、働きがいのある職場を

目指します。

2013年12月1日（日）に三愛クリニックにて、第1回 健康フェアさんあいを開催しました。医師、理学療法士、

管理栄養士による講演や、身体・採血検査、骨密度簡易チェック、リハビリ体験、栄養相談などを実施しました。
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理学療法士講演テーマ：
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参加して頂いた方からは、「整形に通ったことがなかったので、全て参考になりました」などのお言葉を

頂きました。医療に関する知識や、関心を持って頂けたかと思います。引き続き、地域との交流を深める

ことができるように、活動を行っていきます。
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2013年9月29日（日）、緑園ゆきひろ整形外科（神奈川県横浜市）から、オリンピックなど海外でも活躍されて

いる理学療法士の吉沢剛先生をお招きし、「①リハビリテーションとは②運動器疾患理学療法の構築

③股関節疾患の理学療法」という３項目のテーマで研修会を開催しました。運動器疾患（整形外科疾患）に対する

問診から始まり、視診、痛みの評価、動作確認など評価の重要性や股関節周囲の解剖学、運動学の再確認になり

ました。

今回の講習会は講師との距離も近く、教科書や文献からは学ぶことができない知識、技術を得ることができ

ました。この経験を日々の業務、患者様へ活かしていきたいと思いました。

2013年11月にケアマネージャーを対象としたレッドコードの体験会を2回に渡って開催し、それぞれ2名、4名の

方に参加して頂きました。参加された方は、レッドコードを使ったことがないという方がほとんどで、実際に

デイケアの利用者がレッドコードで運動する際に、一緒に体験して頂きました。動作自体は難しいものでは無く、

皆さんスムーズに行われていた様で、体験後に「身体が軽くなった」、「肩の周りがすっきりした」との声が

聞かれました。最後にレッドコードの効果等を説明し、多様な運動が可能で、対象者も幅広く行えるとの事を伝え、

ご理解して頂きました。

今後もこのような機会を作り、レッドコードをより多くの方にご利用頂けるよう、努めたいと思います。

2013年12月21日（土）、整形外科三愛病院・回復期リハビリテーション病棟で、クリスマス会を開催しました。

クリスマス会の出し物として、三味線の先生をお招きし、演奏して頂きました。皆さん、演奏に合わせて歌ったり

して、楽しんで頂けました。

今後も、患者様に楽しんで頂けるようなイベントを開催していきます。

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：整形外科三愛病院・リハビリについて
整形外科三愛病院・リハビリについて整形外科三愛病院・リハビリについて
整形外科三愛病院・リハビリについて

URL：http://www.sanaikai.or.jp/sanai-hospital/riha

各療法の説明や、スタッフ、施設の写真を掲載しておりますので、是非ご確認ください。
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099-252-6622（代表）
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〒890-0065

鹿児島市郡元3丁目14番7号

099-222-6020（代表）
（代表）（代表）
（代表）

099-219-5070（リハビリ部門直通）
（リハビリ部門直通）（リハビリ部門直通）
（リハビリ部門直通）

※訪問リハ、通所リハ（デイケア） 実施。

〒892-0817

鹿児島市小川町18番11号

099-250-3585（代表）
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〒890-0065

鹿児島市郡元3丁目14番7号

サンピア郡元A棟101号室
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〒890-0065

鹿児島市郡元3丁目14番7号
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在宅ケア相談センターさんあい
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※通所リハ（デイケア） 実施。
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099-812-1181（通所リハ部門直通）
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〒892-0822

鹿児島市泉町13番5号

介護付有料老人ホーム
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郡元地区 北ふ頭地区
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い づ ろ

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3つが「お正月料理」、左4つ目が「七草粥」

となっております。

●ミニコーナー
●ミニコーナー●ミニコーナー
●ミニコーナー 病院献立のご紹介（整形外科三愛病院

病院献立のご紹介（整形外科三愛病院病院献立のご紹介（整形外科三愛病院
病院献立のご紹介（整形外科三愛病院 栄養課）

栄養課）栄養課）
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