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「ほめほめ良いことありがとう」カードについて知ってください。 

 

看護部長  丸 山 紀 子  

 
 「それは何？聞いたことない」という人は多いかと思いますが、当院に勤務

している看護師であれば知っているはずです。それぞれの部署にこの「ほめほ

め・・・」カードやメモを入れるポストが置かれています。部署によっては、

待遇良く季節に合わせた飾り付けがしてあるもの、またある部署では物陰にひ

っそり置かれ存在感が薄いものもあるようです。目的は日々の業務の中で、“助

けられた”こと、“凄い！”と感じたことや“ありがとう”という気持ちを、そ

の相手に伝えるために書いたメッセージやメモを入れるためのものです。直接、

感謝のことばを貰うのは嬉しいことですが、カードも余韻があって素敵です。

気恥ずかしくて上手くお礼や感想を言えない場合もありますし、あまり話をし

たことがない関係の場合は緊張してしまいます。 
 このような活動は“フィッシュ哲学”の考え方を適用したものと言われ、組

織の活性化や社員のモチベーションアップの秘訣として、10 年ほど前からビジ

ネス、医療や福祉、教育などさまざまな職場で採用されています。 
 フィッシュ哲学が生まれたのは、アメリカ西海岸シアトルに実在する「パイ

ク・プレース・マーケット」という魚市場です。そこは、魚介類をキャッチボ

ールのように放り投げて渡すパフォーマンスが有名な、地元屈指の人気スポッ

トですが、かつては倒産寸前で単調な仕事に誰もが疲弊していた職場でした。 
 それを変えたのがフィッシュ哲学であり、

「仕事を楽しむ」「相手を喜ばせる」「注意を

向ける」「態度を選ぶ」という４つのマイン

ドをもって、従業員たちが仕事に取り組んで

みたところ、士気の低かった問題の職場がピ

チピチと生きの良い職場に生まれ変わった

のが始まりだそうです。 
 私たち病院で働く職員が、４つのマインド

を具現化するとしたら？ 

第１７９号 ２０１７年６月１日

地域医療支援病院・地域がん診療連携拠点病院・臨床研修指定病院（基幹型）

労働者健康安全機構 新潟労災病院 

     〒942-8502 上越市東雲町１－７－１２ 電 話 ： ０２５（５４３）３１２３ 

 ＦＡＸ ： ０２５（５４４）５２１０ 

ホームページ ： http://www.niigatah.johas.go.jp 
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「仕事を楽しむ」・・働いている人自身が楽しく仕事ができるよう遊びの要素を

取り入れる。 
「相手を喜ばせる」・・患者さん・職員同士が明るい雰囲気で接し、満足感を与

える。 
「注意を向ける」・・目の前に患者さん・家族・職員が来たら、その人に注意を

向ける。 
「態度を選ぶ」・・ポジティブな態度で仕事に向かう。となるでしょうか・・・ 
 昨年度の投函数は 340 件程で、看護部以外に医師、看護補助者さん、他職種

の方へと広くメッセージが発信されました。 
 どうぞ、看護部以外の職員も利用していただき、“嬉しいシーン”を伝えてい

きましょう。 
 
 
 

♪♪♪ 楽しかった看護の日 ♪♪♪ 

 

2017 年（平成 29 年） ５月１２日（金曜日）  上越タイムスより転載 
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ロコモティブシンドロームと 2025 年問題について 
 

第６整形外科部長  井 上 隆 志  

 

 ロコモティブシンドローム（locomotive syndrome）をご存

知ですか？2025 年問題をご存知ですか？ 
 ロコモティブシンドローム（locomotive syndrome）とは加

齢に伴う筋力の低下や関節や脊椎の病気(変形性膝関節症や腰

部脊柱管狭窄症など)、骨粗鬆症などにより運動器の機能が衰え

て、要介護や寝たきりになる、またはそのリスクの高い状態の

ことです。日本整形外科学会が 2007 年に提唱しました。最近

では巷で耳にする機会も増えてきましたが、それでも認知度は 2016 年度で

47.3％との報告もあり、まだあまり知られていないようです。なぜロコモ、ロ

コモと言われるようになったのか？それは 2025 年問題とも関係しています。 
 2025 年問題とは団塊の世代(1947 年～1949 年生まれ)が 75 歳以上の後期高齢

者になる年が 2025 年ということです。あと 10 年もせず、3 人に 1 人が 65 歳以

上、5 人に１人が 75 歳以上という超高齢社会がやってきます。医療、介護、福

祉サービスへの需要が高まり、社会保障財政がこれまで以上に逼迫していくの

は間違いありません。だからこそ、これからの社会は介護を受けたり寝たきり

になったりせず日常生活を送れる期間（健康寿命）をいかに延伸するかが重要

な課題となります。 
 要介護になる主な原因として、5 人に 1 人が「骨折・転倒」、「関節疾患」な

ど運動器の障害であることが明らかにされており、要支援になった 3 人に 1 人

が運動器に起因するものです。寝たきりにならないために、運動器の障害を予

防することが大切なのです。 
 ロコモの予防には、運動と食事のバランスが重要と言われています。運動で

はロコモーション・トレーニング（ロコトレ）が推奨され「開眼片脚起立」と

「スクワット」２種類の運動が膝や腰への負担が軽く、かつ安全で家庭でも簡

単にできるものとして日本整形外科学会のホームページで紹介されています。

また食事ではエネルギー摂取量が不足すると、骨量や筋肉量の低下を招くこと

から、いろいろな食品をバランスよく食べることが重要で、以下の 10 項目（1．
肉, 2. 魚 3. 卵, 4. 大豆・大豆製品, 5. 牛乳・乳製品, 6. 緑黄色野菜, 7. 海藻類, 
8. いも, 9. 果物, 10. 油を使った料理）をできるだけバランスよく食べるように

しましょう。他にも日本整形外科学会のホームページでは柔軟体操や腰痛体操、

膝痛体操も一緒に紹介されていますので一度ご覧になってみてはどうでしょう

か。 
 
（参考）日本整形外科学会ホームページ 
    全国ストップ・ザ・ロコモ協議会ホームページ 
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新潟労災病院の理念 

“働く人の健康を守り、地域の急性期医療に貢献します” 

 

新潟労災病院の基本姿勢 

１．良質で安全な医療を行います。 

２．患者の権利を尊重し、患者中心の医療を行います。 

３．地域の急性期医療を担当する高機能病院として、救急医療を行います。 

４．働く人の健康を守ります。 

 

患者さんの権利 

１．人間としての尊厳をもって医療を受ける権利 

２．当院の提供する良質で安全な医療を受ける権利 

３．自らの健康状況を理解するために必要な情報を、当院から得る権利 

４．当院の提供する医療の内容および予測される結果について説明を受ける権利 

５．他施設の医療者の意見（セカンドオピニオン）を求める権利 

６．当院から必要な説明を受けたうえで、自分の自由な意思に基づいて選択し、あ

るいは拒否する権利 

７．診療に関する記録の開示を求める権利 

８．プライバシーが保たれる権利 

９．医療費の報告および医療費の公的援助に関する情報を受ける権利 

 

患者さんの責務 

１．自らの健康に関する情報を正確に医療者に伝える責務 

  ・最適な検査や治療を受けるために、自身の健康に関する情報を詳しく正確に

提供してください。 

２．診療等に関して自らの意思を明らかにする責務 

  ・医師から十分な説明を受けた上で、診断・治療方針について、自らの意思を

明らかにしてください。 

３．診療等に関する指示や助言を守る責務 

  ・診療を円滑に受けるため、医療従事者の指示や助言を守ってください。 

４．病院の規則に従い職員や他者へ迷惑を掛けない責務 

  ・すべての患者さんが、安全で良質な医療を受けられるように配慮するととも

に、当院職員が適切な医療を行うのを妨げないよう協力してください。 
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☞ インボディ測定で身体チェック（次頁ｺｰｽ⑭） 

インボディ測定で自分の身体の状態を把握することができます。 

水分量や部位別の筋肉量、脂肪量、左右のバランスなどが分かり、定期的に測定していただ 

くことで、ご自身の健康管理のツールとしてご活用いただけます。 

人間ドックには検査項目に含まれていますが、インボディ測定のみ（５４０円）でも予約できます。 

ぜひ、一度インボディ測定を体験されてみてはいかがですか？ 

☞ 乳がん検診は 2 年に 1 回受けましょう。（次頁ｺｰｽ⑥） 

現在の日本においては、乳がんによる死亡率が急増中で

あり、日本人の40歳代に高濃度乳房が多くなっています。

高濃度乳房の検査精度を補うために、乳腺エコーの併用を

おすすめします。 

検査は女性技師が対応します。 

☞ アミノインデックスによるがんリスク判定のおすすめ （次頁ｺｰｽ⑨） 
１回の採血で多数のがんの疑いを同時に判定します。（肺・胃・大腸・すい臓・前立腺・乳・子宮卵巣がん） 
疑いがあれば、次にそのがんに絞って精密検査を受けていただくことになります。 
これまでがん検診を受けたことのない方、肉親にがん患者のいる方に、とくにおすすめします。 

☞ 大腸がん検査は、便潜血(2 回)法となっております。（次頁ｺｰｽ③） 

☞ 腹部の超音波検査で前立腺・子宮と大動脈瘤の有無をみることができます。（次頁ｺｰｽ④） 

肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓だけでなく、前立腺や子宮・卵巣にも病変が隠れていないか、積極的に 

確認しています。 

１日ドック検査項目 （お食事券がつきます） 

身体計測 身長体重 体脂肪 インボディ（骨格筋量） 腹囲 ＢＭＩ 

眼と耳の機能 眼底 眼圧 視力 聴力 問診 診察 情報提供と説明 指導 

生理機能 胸部Ｘ線 呼吸機能 肺年齢 血圧 心電図 心拍数 

血 液 

（肝腎機能・血糖・

脂質・血球・炎症

反応） 

総蛋白 アルブミン ＡＳＴ（ＧＯＴ） ＡＬＴ（ＧＰＴ） γ-ＧＴ（γ-ＧＴＰ） ＡＬＰ 

総ビリルビン 尿酸 クレアチニン ｅＧＦＲ 血糖 ＨｂＡ1c 総コレステロール 

中性脂肪 ＨＤＬ・ＬＤＬコレステロール 赤血球数 血色素量 ヘマトクリット値 

ＭＣＶ ＭＣＨ ＭＣＨＣ 白血球数 白血球分画 血小板数 ＣＲＰ 血液型（初回） 

尿 尿蛋白 尿糖 尿潜血 ウロビリノーゲン ＰＨ 比重 沈渣 

消化器 便潜血（２回） 超音波 肝胆膵腎＋前立腺＋子宮＋大動脈 

 

お手軽ドック検査項目 （検査のみのコースです。医師診察はありません） 

身体計測 身長体重 体脂肪 インボディ（骨格筋量） 腹囲 ＢＭＩ 問診 

眼の機能 眼底 生理機能 胸部Ｘ線 血圧 心電図 

血 液 

（肝・血糖・脂質） 

ＡＳＴ（ＧＯＴ） ＡＬＴ（ＧＰＴ） γ-ＧＴ（γ-ＧＴＰ） 血糖 ＨｂＡ1c 

中性脂肪 ＨＤＬ・ＬＤＬコレステロール 赤血球数 血色素量 ヘマトクリット値 

尿 尿蛋白 尿糖 尿潜血  

  

お手軽ドック（生活習慣の簡易コース（男女共通）） 13,500 円 

１日ドック（がんと生活習慣病の一般コース（男女共通）（胃内視鏡検査なし）） 27,540 円 
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検診コースの①～⑰の検査は、ドックにオプション検査として追加することができます。もちろん、がん検診

だけでも、いくつかを組み合わせての実施も可能です。 

５月８日より歯科ドックを始めました！（⑱、⑲） 

（★は１日ドック、☆はお手軽ドックに含まれます。） 

がん検診コース                                      （税込み） 

 内  容 
ドック 

オプション料金 
単独実施料金
（ドックなし） 

①甲状腺がん ホルモン測定 甲状腺エコー  ８，１００円 

②肺がん 低線量肺がんＣＴ  ９，７２０円 

③大腸がん 便潜血（２回） ★  １，６２０円

④肝胆膵臓＋前立腺 

 ・子宮＋大動脈 
腹部超音波検査 ★  ５，７２４円

⑤前立腺がん ＰＳＡ  １，８３６円 

⑥乳がん 
マンモグラフィー撮影 乳腺エコー  ９，９３６円 

マンモグラフィー撮影  ６，２６４円 

⑦子宮がん 
内診 子宮頚部細胞診 

子宮卵巣エコー（子宮体がんの検査を含む） 
 ４，３２０円 

⑧腫瘍マーカー ＣＥＡ ＣＡ１９－９ ＡＦＰ  ３，２４０円 

⑨アミノインデックスがん 

リスクスクリーニング検査 

男性（胃・肺・大腸・すい臓・前立腺がん） 
２４，８４０円 

女性（胃・肺・大腸・すい臓・乳・子宮がん） 

生活習慣病予防コース                         （税込み） 

 内  容 
ドック 

オプション料金 
単独実施料金
（ドックなし） 

⑩頚動脈の動脈硬化 頚動脈エコー  ５，９４０円 

⑪肺年齢 呼吸機能 ★  ３，２４０円

⑫骨密度検査 Ｘ線（結果説明あり）  ３，７８０円 

⑬内臓脂肪測定検査 腹部ＣＴ  ３，２４０円 

⑭インボディ測定 体成分分析装置（骨格筋量測定）★☆  ５４０円

⑮睡眠時無呼吸検査 自宅で睡眠時に測定（機器貸出し）  ５，４００円 

その他                                    （税込み） 

 内  容 
ドック 

オプション料金 
単独実施料金
（ドックなし） 

⑯肝炎検査 ＨＢｓ抗原 ＨＣＶ抗体  ２，３２２円 

⑰ＨＩＶ検査 ＨＩＶ抗体  １，４０４円 

歯科ドック                               （税込み） 

 内  容 実施料金 

⑱基本コース 
問診・歯周病検査・プラークや歯石の付着・口腔乾燥度・

冠、ブリッジ、義歯の状態・結果説明 
 ５，０００円 

⑲パノラマ撮影コース 
問診・歯周病検査・プラークや歯石の付着・口腔乾燥度・

冠、ブリッジ、義歯の状態・パノラマ撮影・結果説明 
１０，８００円 

人間ドック・がん検診コース・生活習慣病予防コース・歯科ドックは予約制です。 
下記①②の方法でご予約下さい。 

① お電話または医事課０番窓口にてお申し込み下さい。 

電話 025-543-3123 内線（1233） 平日 8：30～16：00 

② 人間ドック申込書（新潟労災病院ホームページ（http://www.niigatah.johas.go.jp/）よりダウンロード）

に必要事項を記入し、新潟労災病院医事課へ郵送または FAX して下さい。 

〒942-8502 新潟県上越市東雲町 1-7-12 

新潟労災病院医事課ドック検診担当   FAX 025-543-7110  
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散 歩 道 
 

青、紫、赤紫などの紫陽花を見ると、初夏だなと感じる。お花をみると和ごむし、つい笑顔

になる。香りに癒される人もいるだろう。カラーセラピーと、アロマセラピーによる癒しの効

果があるらしい。確かに黄色や、赤などをみると元気が出るのかも。ギフトにお花が選ばれる

理由もわかる気がする。 

ずいぶん前に、かすみ草だけの白い花束をいただいたことがある。「いつも元気な人」と言わ

れることが多かったので、「ひまわり」や「チューリップ」かなと自分勝手にイメージしていた

ので驚いた。そして「スイートピーとか、ガーベラとか他にもお花はたくさんあるのに。草か

ぁ」とちょっぴり、がっかりもした。やっと「かすみ草」もいいかもと思えるようになった。 

今でも、薔薇や百合のお花は素敵だし憧れる。でも、人それぞれ。歌にもあるし。自分らし

く今できることを精いっぱいさせていただこう。感謝の気持ちを忘れずに。 

                                   （Ｙ．Ｆ） 

 


