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美郷会・友愛会 合同集談会
●訪問看護ステーション

毎年 2 月最終土曜日、各部署・各委員会より 1 年間取り組ん
できた事（改善に取り組んだ結果や看護研究など）についての

「訪問看護ステーション内における多職種との連携」

発表会があります。その発表会を集談会と言い、平成 27 年度

SNS を連携方法のひとつの手段として有効利用していく

で 11 回目を迎えました。第 11 回目より美郷会（西蒲中央病

ことで、多職種間で利用者ごとの密な情報連携の場になり、

院・こころはす小針・こころはす西蒲）と友愛会（グループホ

問題への早急で柔軟な対応が可能です。SNS だけでは不十分

ームゆうあい・ひまわりの家）合同の開催となりました。

な点を事例を通して、実践し改善を図り、利用者の目線でよ
りよい多職種連携を目指します。

●地域連携相談室

毎年 10 題前後の発表があり、質疑応答・講評などを通し

「入退院の動向と地域連携について」
地域包括ケア病床運用開始後の入退院の動向と、今後の地域
連携相談室の役割と課題について発表を行いました。院内及び

各部署・各委員会・各施設の 1 年間の取り組みをさらに理解
し、互いを知り称賛し、次年度へ繋げています。

「繋ぐ役割」を強化すること、在宅療養支援病院の地域連携相

クの発展に寄与することで、当法人の目指す地域包括ケアシス

次

談室として、地域医療・介護ネットワークの活用とネットワー

目

在宅部門関係部署との連携強化と、法人内の連携を強める為の

教育研修委員会

郷 会

理 念

療養者・家族・医療現場の､お互いのコミュニケーションを築き､地域住民に安心と満足を
提供することで､医療施設として社会性・安定性を確立します。
人と人のふれあいを大切にし､つねに優しさとリラックスを提供できる環境をつくりだします。
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テムの構築を目指します。
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寒い冬が終わり段々と花々が咲
き始め、彩り豊かになり、やっと過
ごしやすい時期になってきました。
冬は中々外出せず、家で過ごして
いた時間が長かったと思います。外
にでて春の兆しを楽しんでみられ
ては、いかがでしょうか？
今年度も広報誌「みさと」では、
皆様と病院とを結ぶ記事として心
懸けて行きたいと思います。皆様よ
ろしくお願いします。
編集委員 山田 平

第４木曜日

浜

偶数月の第１木曜日

佐藤
秋山

奇数月の第２土曜日

ギター伴奏
佐野様

ボランティア訪問
当院では毎月ボランティアの
方をお招きし、素敵な催し物を披
露していただいております。今回
はギター演奏、民謡と日本舞踊の
グループの方々をご紹介します。
懐かしいメロディーや民謡など
の素晴らしい演奏・踊りと、合間
に挟まる楽しいトークと相まっ
て、鑑賞された方々は大変喜んで
おられました。
編集委員

梅川

岩室民謡同好会 様

望

美 郷 会

医 療 法 人

西蒲中央病院

●通所リハビリテーション
●居宅療養管理指導
●訪問リハビリテーション
●認知症対応型通所介護「デイサービスセンターみさと」
TEL：0256-88-5521
FAX：0256-88-5531

住宅型有料老人ホーム

こころはす西蒲

●短期入所生活介護事業所「ショートステイこころはす西蒲」
●通所介護事業所「デイサービスセンターこころはす西蒲」
●居宅介護支援事業所「こころはす西蒲」
●訪問介護事業所「こころはす西蒲」
TEL：0256-88-3113 FAX：0256-88-3115

社会福祉法人
グループホーム

第1・3週 午前

●居宅介護支援事業所「ケアプランセンターチューリップ」（直通）
TEL：0256-88-0180
FAX：0256-88-0181
●訪問看護ステーション（直通）
TEL：0256-88-0171
FAX：0256-88-0172

住宅型有料老人ホーム

こころはす小針

●こころはすクリニック
●通所介護事業所「デイサービスセンターこころはす小針」
●居宅介護支援事業所「こころはす小針」
●訪問介護事業所「こころはす小針」
TEL：025-234-3800 FAX：025-234-3810

友 愛 会

ゆうあい

●認知症対応型共同生活援助事業所
TEL：025-268-6840

FAX：025-268-6841

グループホーム

ひまわりの家

●認知症対応型共同生活援助事業所
TEL：025-272-2701 FAX：025-272-2710

４
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西蒲中央病院

「訪問看護ステーション」

紹介

看護師 7 名、リハビリ 12 名（理学療法士 9 名作業療法士
2 名言語聴覚士 1 名）で在宅に伺い、専門的サービスを提供
しています。看護師は健康チェック、医療処置、日常生活援助、
医療機器の管理、在宅全般の相談、在宅看取りなどをおこない、
リハビリは機能訓練、日常生活活動訓練、家屋環境の整備、社
会参加の支援、家族支援などをおこなっています。
様々な疾病や悩みを抱えた方も住み慣れた環境で生活が送
れるよう訪問看護でサポート致します。お気軽にお電話にてお
尋ねください。
西蒲中央病院 訪問看護ステーション
訪問看護・訪問リハビリに関するお問合せは下記へ
連絡先 TEL ０２５６－８８－０１７１
FAX ０２５６－８８－０１７2
石井・山田

コラム 趣味趣向

<相談支援窓口のご案内>
地域連携相談室では、患者さんやご家族の不安や心配ご
とのご相談をお受けしています。専任の社会福祉士がお話
を伺い、一緒に解決の為の方法を考えます。ご相談は無料
で、秘密は固く守ります。「入院生活で不安や心配なこと
がある」
「退院後の介護が不安だ」
・・など、どんなことで
もお気軽に地域連携相談室担当までお声かけください。

私がフラダンスと出会ったのは友人からの誘いで
した。最初は軽い気持ちで入りましたが、負けず嫌い
な私は、他の人が出来て私が出来ないことにムキにな
っていきました。練習を重ねるにつれて、「おくの深
いもの」なんだと、感じました。途中仕事などでいけ
る機会が無く、１～２年程休みましたが、記念公演の
誘いがあり再開しました。
人前で踊ることは緊張しましたが、回を重ねるごと

<医療連携のご案内>

に楽しさも知り、今では生き甲斐となっています。ま

地域に密着した医療提供を目指し、在宅や施設で療養さ

た利用者様の笑顔や、一緒におどることからパワーを

れている皆さんが、安心・安全に療養生活を送ることがで
きるよう、地域の医療機関の先生方と連携して参りたいと
考えております。入院が必要な患者さんがいらっしゃいま
したら、地域連携相談室までご一報頂けましたら幸いで
す。速やかにご相談の上、対応させていただきます。
地域連携相談室 梅川・加藤・椎谷
TEL 0256-88-5521（代表）
FAX 0256-88-5531（代表）
３

もらい、楽しんでいます。
三味線・太鼓等の先生
との共演もあり、皆で頑
張っています。
ボランティアも 300
回以上とやらせてもら
い、日々楽しく過ごさせ
てもらっています。

第５病棟

本間

泉
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整形外科の
ご案内

整形外科 診療部長

山崎 幸男

平成二十八年一月四日より

勤務しています整形外科の山

崎です。専門は脊椎脊髄外科で

すが、整形外科一般何でも診療

します。当院に赴任する前は、

燕三条地区の三ヶ所の急性期

病院で四半世紀以上、手術を主

とした医療をしてきました。

当院で働いてみて、職員の皆

さんの挨拶の良さに毎日癒さ

れています。患者さんの話をじ

っくり聞いて、十分に診察した

上で、その人に合った、最も適

切な治療を、優しい気持ちと適

度な緊張を持って、皆さんと一

緒に提供していきたいと思っ

ています。これからもよろしく

お願いします。

関係者の皆さんの協力で手

術室が整備され、いよいよ手術

が始まりました。記念すべき第

一例目は平成二十八年三月十

日、足関節部露出金属プレート

の抜去手術で、無事終了しまし

た。

以後、大腿骨近位部骨折の骨接

合術、糖尿病性壊疽感染の大腿切

断術を行いました。

当院の整形外科手術としては、

以下の疾患の手術が可能です。

①大腿骨近位部骨折、橈骨遠位

端骨折などの上下肢骨折

②ばね指などの腱鞘炎、手根管

症候群などの絞扼性神経障害

③ガングリオンなどの皮下軟部

腫瘍、巻き爪、その他

患者さんに一番合った適応の

手術を、安全かつ的確に、スタッ

フの皆さんと一緒に提供してい

きます。

手術室内

ショートステイこころはす西蒲は平成２６年１０月に開設し、

通所リハビリテーションは今春より増築工事を開始し、１１月１

１年半を迎えることができました。地域の皆様には日頃より多

日よりスペースを 28 坪拡張してサービスを提供します。増築後

くご利用いただき心より御礼申し上げます。

は利用者様が更に快適に過ごせるように環境の整備を図りま

現在、ショートステイこころはす西蒲では２０床を定員とし

す。

ておりますが、おかげさまで定員を満たす日も徐々に増えて

① ご自宅環境に合わせたリハビリが行えるように家事動作・

まいりました。そのため、ご利用を希望いただいてもやむなく

畳スペースを作り、より生活に密着したリハビリを実施しま

お断りせざるを得ない場合もあり、ご不便をおかけしておりま

す。

す。そこで、地域の皆様にますます快適にご利用していただ

② 医学的管理やベッドで休む必要がある方に介護ベッド数

くために、ショートステイこころはす西蒲はこの秋に２０床増

を増やし、吸引や経管栄養などの支援が必要な利用者様

設し、４０床となる予定です。完成予定日は８月末となってお

の受け入れ充実を図ります。

ります。

③ 脱衣場を拡張し、滑りにくい床面に変更します。

地域に根付いたショートステイとして、皆様に安心してご
利用いただけるようスタッフ一同努力して参ります。今後とも
よろしくお願い申し上げます。

④ 通所リハビリ専用出入り口の整備により玄関ホールに下駄
箱が設置され、内履きのお預かりが可能となります。
工事期間中は利用者様や近隣住民の方など関係各位の皆
様にはご迷惑をお掛け致しますが、利用者様の自立支援に向
けたパートナーとして職員一同全力を尽くしてまいります。環
境が整備され、サービス提供が更に充実する通所リハビリにご
期待下さい。

ショートステイこころはす西蒲

通所リハビリテーション科

鈴木 美穂

滝本 香織
２

