
今 の月 ト ッピ ク

　７月10日、第16回複十字病院登録医会定期総会及
び、第５回複十字病院地域交流会を開催、交流会へは
外部65のご施設から114名の方が、ご参加ください
ました。
　今回の基調講演は北里大学理事で、同大学医学部の
医療管理学教授の渋谷明隆先生においでいただき『医
療コンフリクトを考える』をテーマにご講演いただきま
した。『医療・介護従事者のためのアンガーマネジメン
ト』という大きなテーマを、今回を前編11月に開催を予
定している、第６回交流会を後編という構成にしました。
当院の交流会としては、この構成は初の試みです。

　講演の中でグループワークがありロールプレイが行われ、参加者が３名ずつ１グループになりました。それ
ぞれが医師役・患者家族役・メディエーター役を演じ、あちらこちらで熱演が繰り広げられ会場が大いに盛り
上がりました。この盛り上がりは後半の意見交換会（ワインパーティー）まで続き、いつも以上にワインと意
見交換が進んだように思えます。
　地域から当院が何を求められているのか、当院がこの地域で何をすべきなのか、多くの方々との交流でまた
少し理解できたように思えます。７月に就任した大田健院長はじめ全職員一人一人が、‘地域のためにできる
ことをそれぞれ実行する’という気持ちを改めて実感できたひと時でした。
　お暑い中またお疲れの中、ご
出席くださいました、皆様あり
がとうございました。次回11
月も、是非ご出席くださいます
よう職員一同お待ち申し上げて
おります。

　８/１から複十字病院患者さんの駐車場を快適性向上と違法駐車防止のため
整備して有料化をスタートしました。
　第１駐車場は車線を正しく引き直して車止めを付け、照明を増設して快適性
を向上させました。障害者用駐車場含めて計51台駐車可能です。
　第２駐車場においては、以前より砂利で快適性が悪いと、ご指摘を受けてお
りましたが、この度全面舗装工事を実施して、今まで18台しか止められない
スペースが77台駐車可能になり、照明を新設して舗装されて快適性が向上さ
れました。
　また今まで複十字病院に入る際に、車の入口と出口、更にバス乗降場所が全
て一緒で歩行者が危険な状態でしたが、新たに出口を新設して、入口と出口を
分けて院内の歩行者の安全性も改善されました。この計画は約３年費やして準
備と対策を病院として取り組んでまいりました。
　今まで不法駐車も多く管理出来ておらず、満車になり隣の結核研究所の遠い
駐車場にご案内せざる得ない状況でしたが、これからは病院の駐車場で安心し
て駐車いただけると思います。有料化駐車場に向けて何卒ご理解ご協力お願い
致します。 事務部経理課施設用度担当　瀧口　竜太

第５回複十字病院地域交流会 ～出会いと交流の場～

8/1から駐車場有料化スタート

地域医療支援センター長　鷹觜　昌子
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ケアマネジャーは公正中立の立場で各医療機関やサービス事業者と調整を行ないます。お気軽にご相談下さい。

　清瀬市在宅介護支援センター信愛は、平成５年に高
齢者の総合相談窓口として開設されました。平成12
年には介護保険スタートと同時に居宅介護支援事業所
として介護支援専門員（ケアマネジャー）業務を開始
しています。平成21年からは、総合相談を「きよせ
信愛地域包括支援センター」、ケアマネジャー業務を
私共の「清瀬市在宅介護支援センター信愛」が担う体
制となり現在に至っています。
　私共のケアマネジャー業務では、主に清瀬市で要介
護１～５の認定を受けた方々に対し、ケアプラン作成
のお手伝いをしています。当事業所では、基礎資格に
社会福祉士や介護福祉士等の資格を有し、在宅ヘル
パーや施設での介護や相談業務等、経験あるケアマネ
ジャーが「自分らしく」生活できるケアプラン作りを
心がけております。

地域包括ケアを進めるために
　住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、ケアマネジャーは調整役
として、医療と介護の連携に努めています。複十字病院とは主に退院調整看護師や医療ソーシャルワーカー
の方々とやり取りを行なっています。
病院とケアマネジャーの連携例
例１： 必要な医療への橋渡しをします。状態によって

は、専門医の受診につながるまでの手だてを考
えます。時には受診時に同席して現状を医師へ
伝えます。

例２： ご利用者さんが入院した場合、ご自宅での様子
を伝え、退院の目標を検討してもらうよう働き
かけます。

例３： 退院前カンファレンスに参加して、入院中の様
子を確認します。退院後の生活がスムーズに始
められるようサービスの調整を行ないます。

例４： いくつかの病院やクリニックに受診しているご
利用者さんもいます。必要に応じて情報を集約
し、薬局や介護サービス事業者との情報共有を
図ります。

清瀬市在宅介護支援センター信愛

連携機関紹介

 〒204-0024
 清瀬市梅園２-３-15
 （特別養護老人ホーム「信愛の園」の１階）
 042-492-1811
 042-433-1851
 平日9：00～17：00（土日祝休み）
 （ケアマネジャー６名、事務員１名）
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介護保険ご利用の流れ
要介護１～５の認定を受けたら…

ケアマネジャーを選ぶ

ケアプラン作成

サービスの利用

各サービスとの
連絡調整 担当者会議

Ｆ訪問看護

Ｃ福祉用具

ＢヘルパーＡデイケア

Ｄ訪問診療 Ｅ配　食

その人に合った
必要な事業所を
組み合わせます。
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診療情報管理部部長　内山　隆司
　電子カルテの導入に伴い、入院外来ともに紙カルテは無くなりましたが、紙の書類が無くなったわけではあり
ません。外部からの診療情報提供書、患者サインを必要とする検査手術等の同意書、手書き書類等が毎日発生し
ます。それらを電子カルテに取り込み保存するためにスキャン業務が必要になりました。
　当初院内スキャン業務は、スキャンセンター（診療録管理室の一角をパーテーションで分室化して作られた）に、
高性能スキャナー２台を設置して、すべてのスキャン対象書類を処理する予定でしたが、書類の運搬などに時間
が掛かり、迅速性に劣るため、迅速性を要する内視鏡検査や造影検査などの同意書は、各外来（計７台）および
各病棟（計６台）に一般スキャナーを設置し、書類発生現場で処理するようにしました。他、薬局や検査科、理
学療法室などのエキスパート部門にも、各１台スキャナーを設置しました。
　院内全体で総計18台のスキャナーを駆使し、毎日800～1,100枚のスキャンが行われ、規則的な分類に則り、
整理保存されています。

スキャンセンター
各科紹介コーナー

　　　13：30　　　　14：00～15：30
　　　清瀬市生涯学習センター（アミューホール）
患者さん向け・予約不要・参加無料（どなたでも参加できます）

開場 講演
会場

９月８日（土）糖尿病・生活習慣病センター、呼吸ケアリハビリセンター
９月29日（土）消化器センター、がんセンター
10月20日（土）呼吸器センター
11月17日（土）乳腺センター

市民公開講座
　　　13：30　　　　14：00～15：00
　　　清瀬市けやきホール
患者さん向け・予約不要・参加無料（どなたでも参加できます）

開場 講演
会場

９月25日（火）超音波検査について 臨床検査技師

10月23日（火）これだけは知っておこう！薬の使い方 薬剤師

11月21日（水）私の手 きれい？ 感染管理認定看護師

健向ゼミ

　　　13：00　　　　13：30～15：00　　　　複十字病院　大会議室開場 講演 会場

患者さん向け・予約不要・参加無料
（どなたでも参加できます）

第４回 
10月24日（水）

感染予防について 看護師　山中　明美
呼吸リハビリテーション③ 理学療法士

HOTの会

市民公開講座市民公開講座市民公開講座市民公開講座市民公開講座市民公開講座市民公開講座市民公開講座市民公開講座市民公開講座市民公開講座市民公開講座市民公開講座市民公開講座市民公開講座市民公開講座
複十字病院の行事予定

お問い合わせ：複十字病院庶務課　042-491-4111

古風な病院でも小奇麗に
広報委員会　美術部担当　山原　和子

　縁があって、後藤前院長の依頼を受け当院の美術目録を作成する
ことになりました。

　40作品余りの美術品の中には、
大変高価なものもあり、患者さん
の癒しに少しでもなればと思いま
す。ピクチャーレールを設置した
り配置を変えたり地道に活動して
います。不思議なもので、我が家の絵画が曲がっていてもそんなに気にならないの
に他人の家の絵画曲がっていると無性に気になるのはなぜでしょうか。当院の絵画
も曲がらないように整えています。第２第４土曜日の午後に絵画の清掃を行ってい
ます。新しい絵画も導入されるので、お愉しみ頂けたらと思います。プチカフェの風景（セブンイレブン横）

題名：ザルツブルグの広場
作者：山本仟一

題名：笑う少女
作者：北村西望
＊長崎平和記念
　像を作った人
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■電車でお越しの方
　・ 西武池袋線『清瀬駅南口』より徒歩
12分

　　 または、バス『南口２番乗り場』より
３つ目『複十字病院前』下車

　・ JR中央線　武蔵小金井駅より『清瀬
駅南口ゆき』バス『保育園入口』下車
バス停より徒歩５分

■お車でお越しの方
　・ 小金井街道『清瀬高校入口』信号を曲
がり　西に300メートル

　・ 所沢街道『全生園東』信号を曲がり病
院通りを東北に２キロメートル

交通のご案内
■受付時間
　平日 8：30～17：00　　土曜日 8：30～12：00
■医療機関・紹介状をお持ちの患者さんのご予約
　電話 042-491-9128
　FAX 042-491-3553
■再診・初診（紹介状なし）のご予約
　電話 042-491-6228
 
複十字病院
〒204-8522　東京都清瀬市松山３-１-24
代表電話 042-491-4111
代表FAX 042-492-4765

予約・紹介のご案内清瀬駅
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り

複十字病院看護大

至所沢

至池袋
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梅園一丁目
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松山３

松山１
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交番 郵便局

光宣堂 三井住友
銀行 オーケー

ディスカウント
ミニストア

ドラッグ
セガミ

南口

清瀬高校

都立清瀬養護学校

清瀬第七小

清瀬第三小

　今年も６月13日と６月27日の二日間に渡り、お隣の清瀬高校の生徒さんが奉仕活動の一環として病院の草取りに
来て下さいました。６月にもかかわらず猛暑を予感させる暑さでしたが、皆さんは元気と笑顔でいっぱいで、積極的
に作業してくださいました。ありがとうございました。

清 瀬 高 校 ボランティア

　８月17日に院内の新外来
待合室でみき音楽事務所主
催のハートフルコンサート
を開催しました。可愛らし

い浴衣姿で登場した音楽大学の学生さん達が、ピアノ、パーカッ
ション、マリンバなどの楽器で、夏らしい楽曲を中心に演奏し
てくださいました。演奏の合間に「曲あてクイズ」や「楽器の
紹介」などもあり、趣向を凝らした内容で楽しいひとときを過
ごしました。

を開催しましたをを開催しました
ハートフルコンサート
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