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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

〒959－0423

新潟県新潟市西蒲区旗屋 731 番地

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。

ＴＥＬ 0256 ｰ 88 ｰ 5521㈹
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平成 28 年 10 月、通所リハビリテーションスペースを 28 坪拡張いたしました。
窓からの眺望が良く、採光が十分に取り入れられ、明るい空間となりました。また、
専用玄関の完成により送迎車からの乗り入れがスムーズとなり、室内が広くなったこ
とで移動が行いやすくなったと利用者様からも好評を頂いております。
介護ベッド数を増やし、医学的管理が必要な方へのニーズにも応えやすくなりまし
目
次
た。今後も職員一同、利用者様の自立支援に向けたパートナーとして最善を尽くして
参りますので、宜しくお願い申し上げます。
〈通所リハビリテーション
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理事長

江部 和人

新年明けましておめでとうございます。
皆様には良い歳をお迎えのこととお慶び申し上げます。
当法人は昨年、開設１５周年を迎え、入院と在宅の連携強化、通所リハビリの拡張、ショートステ
イの増床、居宅、訪問看護等の在宅部門の整備、管理棟の増築、職員更衣室、休憩室、駐車場の整備
等を行いました。入院治療から在宅医療、介護まで切れ目なく、利用される方が安心し、家族が疲弊
することなくサービスを提供することが地域で大切と考えます。即ち、病院で完結するのでなく、地
域で支えることがより重要となってきます。
当院は昨年 5 月より新潟市の医療、介護連携推進事業である「在宅医療・介護連携ステーション
西蒲」を市から受託し、更に地域に密着した医療介護連携、在宅ネットワークの発展、住民啓発等に
寄与していきたいと考えております。
平成３０年は診療報酬・介護報酬のダブル改定、地域医療構想を含む医療計画・介護保険事業計画
改定、療養病床の見直しなど大きな変化が訪れる年となります。
法人の理念である「利用者・家族に安心と満足を提供し、地域から信頼される病院」を根幹に大変
革に迅速に対応し、地域により一層貢献し、頼られる存在であるよう努力していく所存であります。
病病、病診、関係機関、行政、地域の方々との連携を更に強化し、地域医療の中での自院の役割、
立ち位置を常に考え、職員一丸となり難局を乗り越えていきたいと考えております。
皆様にとりまして、最良の歳になりますことをご祈念申し上げ年頭の挨拶と致します。

平成２８年 1０月にケアプランセンター「チューリップ」
、訪問看護ステーションは西蒲中央病院内
へ移転しました。ユニフォームも新調し、フレッシュな気持ちで、笑顔で元気に活動しております。
～介護で何かお困りの事はありませんか？～

事務所には、看護師、社会福祉士、介護福祉士の資格を有する 5
人の介護支援専門員がおります。介護を要する状態になっても、ご
利用者様が住み慣れたご自宅で、安心して生活していただけるよう
保健・医療・福祉と連携し、精一杯サポートさせて頂きます。今後
も地域の皆様から気軽に声をかけていただける存在として成長し
ていきたいと考えております。いつでもお気軽にお立ち寄り下さ
い。

℡:0256-88-0180

〈チューリップ

中澤〉

看護師 7 名、理学療法士 9 名、作業療法士 2 名、言語聴覚士 2
名で幅広い地域、様々な状態の方に臨機応変に対応し、利用者様・
ご家族様が少しでも安心して生活していけるよう努めてまいりま
す。
ご自宅での看護でお悩みの方や、ご自宅でリハビリを受けてみた
い方はぜひ一度、当ステーションまでお問い合わせ下さい。
℡:0256-88-0171

〈訪問看護
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昨年 10 月から毎週土曜日に眼科外来の診療に伺っております斉藤と申します。数年後に還暦を迎えるにあた
り、時間的余裕を持てるようにしたいと考え、セミリタイヤして非常勤として仕事させてもらっています。これ
からは、物事をあまり気にせず、のんびり、気楽に過ごせたらいいなと思っています。とはいっても、病院の外
来は大学から日替わりで来られる先生の中で診察していますので、知識面で心配なこともあり、学会や生涯教育
に多数参加して知識を増やそうと思っています。
西蒲中央病院は今までの病院の外来とは少し勝手が違って、高齢者が多いという印象がありますが、少しずつ
慣れていけたらいいなと思います。誠に心苦しく思いますが、月 1～2 回程度は学会出席のため休診にさせてい
ただくこともあります。来られる日は一生懸命にがんばりますので、よろしくお願いいたします。

当院では、新潟市からの委託事業である「新潟市在宅

＊ディズニーに学ぶホスピタリティ＊
＊
目
標
の
重
要
性
＊

医療・介護連携ステーション西蒲」を地域連携相談室内
に併設しております。
地域の医療・介護連携のサポートの他に、地域のサロ

先日、「ディズニーに学ぶ

ンやお茶の間に出張して講座を行う、
「医療と介護のお

ホスピタリティ」、「目標の

きがる座談会」
、医療・介護事業者向け「出前セミナー」

重要性」についての講演会が

の企画・運営も行っております。費用は無料です。「在

行われました。
ホスピタリティとは、

宅医療ってどんな人が受けられるの？」
「介護保険のサ
ービスについて知りたい」など、今後の安心した生活に

一般的に「おもてなし」と訳されますが、もっと広

役立つ講座を開催しておりますので、お気軽にお申し込

く、「相手に対する主体的なおもいやり」とご教示

みください！

いただきました。

また、新潟市全体の医療・介護連携、在宅医療推進事

講師としてお招きした福島文二郎様は、「ディズ

業の要である「新潟市在宅医療・介護連携センター」の

ニーの教え方」や「ディズニーのホスピタリティ」

ホームページが開設されております。地域の医療資源マ

など、多数の書籍を出版されている方です。ご自身

ップ（病院やクリニック、訪問看護ステーションなどが

のディズニーランドでの体験談や実績をもとにされ

検索可能）など、市民の方々に役立つ情報を発信してお

た分かりやすく興味深いお話で、あっという間に時

ります。ぜひ一度ご覧になってみてください。

間が過ぎてしまいました。また、２題目では、日本

地域の医療・介護連携がより良いものになるよう、ま

人事総研の並木様より「目標の重要性」についてご

たそのメリットが地域住民の皆様に還元されるべく努

講義いただき、改めて目標を立てることの重要性に

めて参ります。何卒よろしくお願い致します。

ついて再認識することができました。

〈地域連携相談室

梅川〉

どちらの講義も、私たちの日頃の業務に置き換え
て考えると非常に多くの気づきがありました。「あ

西蒲中央病院地域連携相談室
新潟市在宅医療・介護連携ステーション西蒲
直通 TEL
直通 FAX

ー面白かった！」というだけで終わらず、実際に行
動に移すことで、思いやりのある、心からのおもて

0256-88-0022
0256-88-0033
＜梅川 加藤 椎谷 鈴木＞

なしができるよう努めてまいります。
〈事務課
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偶数月第１:佐藤
第４：浜

第１：武石
第３：神元
斉藤

平成 28 年 10 月 14 日大相撲関取小柳関が「西蒲中央病院」と「こころはす西蒲」に訪問
され、利用者さん、患者さん、職員と親しく模擬相撲、握手会や記念撮影など楽しいひと時
を過ごして頂きました。皆さん関取の体の大きさに驚き、握手では感激されておりました。
新潟市北区出身で新潟市勢 12 年ぶりの力士誕生であります。東京農大時代、学生相撲で
数々の優勝を重ねられ、今年三段目付け出しでデビューされ 3 場所で十両に昇進し、初十両
の先場所は最後まで優勝を争う活躍で今後が大いに楽しみです。久しぶりに素質と実力のあ
る県民期待の力士を皆さんで応援して参りましょう。

医 療 法 人

〈事務長 田中〉
〈事務長 田中〉

美 郷 会

西蒲中央病院
●通所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」
●居宅療養管理指導
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

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

住宅型有料老人ホーム

こころはす小針

●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」●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西蒲」 ●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」
●居宅介護支援事業所「こころはす西蒲」
●訪問介護事業所「こころはす小針」
●訪問介護事業所「こころはす西蒲」
TEL：025-234-3800 FAX：025-234-3810
TEL：0256-88-3113 FAX：0256-88-3115

社会福祉法人

友 愛 会

グループホーム

ゆうあい

●認知症対応型共同生活援助事業所
TEL：025-268-6840

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：025-268-6841

FAX：025-272-2710

新年明けましておめでとうございます。今年も広報誌「みさと」を通じ、昨年以上に充実した内容を皆様にお伝えできるよう、
また、より一層地域の皆様との結びつきを深めていけるよう努力して参ります。今年もよろしくお願い致します。
〈編集委員

４

加藤〉

