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第４回TQM活動発表会が開催されました
健康フェア2015開催される

クリスマスコンサート
地域医療連携検討会・交流会が開催されました
今後の病院行事のご案内
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下関医療センター 広報誌下関医療センター 広報誌下関医療センター 広報誌

【理　　念】
最新の知識と医療レベルを駆使して、
地域住民に誠心誠意奉仕します

【基本方針】
1. 病める人の立場に立ち全人的医療を実践します
2. 地域連携を推進し、地域に密着した医療を展開します
3. 良質・最新の医療を提供するため、日々の研鑽と
　 人材育成に努めます
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去る平成27年11月26日、第９回地域医療連携検討会・交流会がシーモールパレスで開催されました。病院・クリニック・
介護施設・薬局・在宅医療事業所・地域包括支援センター・下関市など52施設110名の方々にご出席いただきました。
検討会では、病病連携・病診連携の窓口である医療支援室からの報告、今年度から着任した森田克彦医師（呼吸器外科）
と野村智洋医師（整形外科）による診療科紹介、訪問看護ステーションのご案内をいたしました。またご出席いただいた方々
から、診療情報や主治医指示書に関するご提案がありました。これらについては早急に改善に努めたいと思います。
続いての交流会では立食を楽しみながら親睦を深めることができました。内外180名を超える出席者で立錐の余地もない
ほどで、十分なおもてなしとはいきませんでしたが、盛会のうちに終えることができましたことを感謝いたします。
当院は地域医療機能推進機構（JCHO）に移行して２年目を迎えました。この名称に恥じないよう、地域に根ざした医療サー
ビスをご提供するために、今後もこのような機会を有効に活用していきたいと考えています。来年の開催もお楽しみに。

平成27年12月18日（金）にクリスマスコンサートが開催されました。
今年度は、ドリームオブチルドレンによるシンセサイザー演奏とドルフィンキッズによる合唱
とダンスが行われました。
シンセサイザー演奏では、参加された方々も歌詞カードを見ながらの合唱や、ハンドベルを持って一緒に演奏に参加した
り、また身体を動かされ、「楽しかった」との声が聞かれました。
ドルフィンキッズの合唱・ダンスは、子どもたちの可愛く元気な歌とダンスに参加された方々や保護者から笑顔が・・・　
写真を撮る方も多くいらっしゃいました。大人たちは“子どもサンタ”から素敵な笑顔のクリスマスプレゼントをもらい、子ども
たちには“大人サンタ”からお菓子のプレゼントがありました。
今年度もたくさんの方に参加して頂きました。
参加してくださった皆さんありがとうございました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文責　久野　直人

臨床栄養勉強会
知らなきゃソン塾
【医療従事者向け】  2 /18（木）会場：安岡病院
18:30 ～ 19:30

郵便番号750‒0061 下関市上新地町3丁目3番8号
TEL.083‒231‒5811（代表） FAX.083‒223‒3077
TEL.083‒231‒7887（健康管理センター）
ＴＥＬ.083‒233‒7850（介護老人保健施設）
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第４回TQM活動発表会が開催されました 健康フェア2015開催される

10月24日（土）快晴の空の下、恒例の健康フェアが開かれました。

今年は「より病院を身近に感じていただけるように」と去年まで

のシーモールから附属老人保健施設に会場を移しました。そのため

何名くらいの方に来ていただけるか心配でしたが、約130名のみな

さんが来られて会場が狭く感じられるほどでした。

佐々木院長の挨拶に続いての市民公開講座も椅子を追加しなが

らの盛況で、その後はおなじみの体験コーナー、相談コーナー、健

康体操、施設・部門紹介コーナー、う～んと充実された喫茶コー

ナー、施設内ならではの大浴場の見学、機器の使用体験などの今ま

でと違った企画も大好評でした。コーナーによってはかなり待ち時

間が発生しましたが優しいスタッフの誘導で何とか乗り越え、「また

来年も来ます」と笑顔で帰られる皆さんを見送って無事に終わるこ

とが出来ました。スタッフの皆さんお疲れ様でした。　　　　　　

　文責　奥田眞也

平成27年12月12日（土）にTQM発表会が開催されました。

TQM（Total Quality Management）とは、全員・全体（Total）で、医療・サービスの質（Quality）を、継続的

に向上させる（Management）ことです。職員間の相互認証により、多職種の持つそれぞれの機能を集結して

チーム医療の場で発揮、ステップアップすることで、組織の基本理念の具現化に向けて職員全員でマネジメン

トの必要性を認識し、医療の質向上と経営の健全化に結び付けてもらう、というねらいがあります。

平成24年から開始したTQM活動も、今年で４年目となりました。講師として、恒例の人材育成研究所の立川

義博先生をお招きし、今回は14チームの発表となり、名城病院からもTQMチームがゲストとして参加されました。

TQM活動発表審査結果

特定抗菌薬報告せんで（しなくて）委員会
（薬剤科・ICTメンバー）

最優秀賞
チーム名

おつぼ様に報告せねば！！
～ 特定抗菌薬届出率100％を目指して ～
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