
今 の月 ト ッピ ク

　当院、飯塚友道認知症疾患医療センター長が「Neuroscience 

Letters」誌の「Outstanding Reviewer」としてElsevier社より認

定されました。この認定は査読数トップ10％の査読者（Reviewer）

に授与されています。

●飯塚センター長のコメント
　国際誌の査読者として指名されたことに対する責任感と、若い研究

者のやや未熟な投稿を「できれば通してあげたい」という気持ちから、

論理や英文などの修正点を指摘し改善策を提案してきました。その積み重ねが、このような形で評価されたこ

とを嬉しく思います。

飯塚友道認知症疾患医療センター長が
「Outstanding Reviewer」として認定されました

　2018年10月１日より、複十字病院副院長に就任いたしました佐々木結

花と申します。

　専門は呼吸器内科で、一般呼吸器診療、及び、慢性呼吸器感染症、特に結核、

非結核性抗酸菌症、真菌症の患者さんを多く拝見してきました。出身はこの

近隣の日野市、高幡不動尊の近くで、大学の関係で長く千葉県の国立病院機

構病院に勤め、2012年からご縁があり当院勤務となりました。趣味らしい

趣味はありませんが、好むものとしては「読書」で、実に雑読であり、古典

から捕物帳、長編から三十一文字まで、多ジャンルに目を通しています。

　前任の尾形英雄先生という、温厚で学識を有する副院長の後継としてはる

かに足りない者である、と思っておりますが、精勤し努力したいと思います。よろしくお願いいたします。

　当院は歴史のある医療機関ですが、医療は絶え間なく一秒一秒、先へ先へと進んでいきます。その変化に

対応しつつ、かつ、病院を流れている「歴史が作ってきた気風」を活かし、より良い医療機関となるよう全

ての当院職員は常に努力をしています。副院長という立場は、その努力がよどみなく進むよう、様々な声に

耳を傾けつつ、時々押し足り引いたりしながら、一歩一歩を刻んでいくものであるべきと考えています。ぜひ、

ご意見、ご助言を賜りますようお願い申し上げます。

　今後も複十字病院は、皆様のお役にたてる医療機関であるよう、「自分がかかりたい、家族にかからせたい

病院」であるよう、努力を続けてまいります。よろしくお願いいたします。

副院長就任のごあいさつ
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＜スタッフ＞
訪問看護：看護師６名（非常勤含む）、理学療法士１名、
作業療法士２名（非常勤含む）、看護補助１名、事務
４名
居宅介護支援事業所：介護支援専門員５名（兼任２名
含む）

＜訪問看護＞
�　当ステーションは平成24年に開設し６年目を迎え
ました。在宅でもできる限り専門性の高いサービスを
提供したいとの方針から皮膚・排泄ケア領域の認定看
護師、呼吸療法士・リンパ浮腫療法士・西東京糖尿病
療養指導士などを所有する看護師・理学療法士・作業
療法士が専門的ケアを行っております。また精神科訪
問看護についても看護師と作業療法士が所定の研修を
受講し体制を整えています。看護については病状の急
変などにも対応できるように24時間緊急時対応を
行っています。現在サービスの対象は、清瀬市及び周
辺の市にお住いの小児～高齢者と幅広く、また疾患も
慢性疾患、難病、ターミナル、精神、認知症など多岐
にわたって行っています。

訪問看護利用時の主治医との連携
�　訪問看護利用時は主治医からの指示書が必要となり
ます。指示書には訪問看護（リハビリ）を実施する際
に必要な医療情報や留意点などが記載されています。
そして、サービスを実施となると毎月利用者様の状態
を報告書に記載し主治医に報告しています。また、状
態に変化があった際には随時主治医に連絡するなどし
て連携を図っています。

＜居宅介護支援事業所＞
　当ステーションは居宅介護
支援事業所を併設し医療と介
護の連携を密に図れるように
取り組んでいます。居宅介護
支援事業所では清瀬市と近隣
の市に在住の要介護・要支援
の方へ在宅療養生活の安定が
図れるようにケアマネジメン
トを行っています。

けやき通り訪問看護
� ステーション

連携機関紹介

� 〒204-0013
� 清瀬市上清戸２-12-13
� メゾン中川101
� 042-497-2351
� 042-497-2352
� keyaki-hokan@seifuunokai.jp
� http://www.seifuunokai.jp
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ご利用者さま

訪問看護ステーション医 師
連絡・指示・報告

お申込み

訪問看護

お申込み

受診・往診
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複十字病院の行事予定

副院長（呼吸器内科）　佐々木　結花
　第174回日本結核病学会関東支部学会、第231回日本呼吸器学会関東地方会　合同学会の会長を拝命し、2018年
９月１日、京王プラザホテルにおいて開催させていただきました。各座長を女性あるいは若い世代の方と限定し、多
くの大学、医療機関にお願いしたところ、演題数76、参加者410名という大盛況となりました。会の運営を支えて

くださった皆様方に、この場を借りて感謝申し上げます。
　ランチョンセミナーは、私の母校である千葉大学医学部
呼吸器内科教授　巽浩一郎先生、日本医科大学呼吸器内科
教授　清家正博教授のお二人にご講演をお願いし、各会場
は満席となりました。ティータイムセミナーでも、横浜市
立大学呼吸器病学講師の小林信明先生、当院放射線診療部
の竹内均先生に、有意義なご講演をいただきました。
　会長は非常に拙かったのですが、当院呼吸器内科医師、
職員のお力を借り、成功裏に終わることができました。こ
れからも当院はこのような会を積極的に行っていきたく存
じます。

学会の記

⃝�病院とは無縁の夫が突然病気になり、どこの病院を受診したらいいかさえわからない状況下で、相談員の方が親身
になって相談にのってくれました。他の多くの患者さんも、相談員さんへ感謝の気持ちを話していました。感謝し
ます。
⃝�呼吸器内科病棟にお世話になりました。今まで薬の副作用に悩んでいたので先生はじめ看護師さんたちの力がわか
り、安心して治療と向き合うことができました。特に先生には、治療に対し丁寧な診療と説明をしていただき大変
感謝しております。
⃝駐車場誘導係の方に大変親切にしていただき、ありがとうございました。
⃝�とてもいい先生に出会えてうれしいです。治療に係って下さった方々、とてもよくしていただきありがとうござい
ます。
⃝�多くの先生方や看護師さんたちに大変お世話になり、心からお礼申し上げます。いつも温かく優しく接して頂いた
だき感謝しています。退院後もお世話になりますがよろしくお願いします。リハビリの先生、薬剤師さん、助手さ
ん　他の職員の方にも大変お世話になりました。

このようなご意見をいただき職員一同、大変ありがたく思っております。
患者さんやご家族のために今後も、更に努力してまいります。

患者サービス・接遇委員会

2018年４月～９月迄の期間にいただいた、うれしいご意見をご紹介します。

お問い合わせ：複十字病院庶務課　042-491-4111

　　　清瀬市生涯学習センター（アミューホール）
　　　13：30　　　　14：00～15：30
会場
開場 講演
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）

市 民 公 開 講 座

日程 テーマ
11月17日（土） 乳腺センター

※�診療科ごとに異なる場合があるため、予
約センターにて事前にご確認ください。

2018年12月30日（日）～2019年１月３日（木）年末年始
休診

　　　清瀬市けやきホール
　　　13：30　　　　14：00～15：00
会場
開場 講演
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）

健 向 ゼ ミ

日程 テーマ 講師
11月21日（水） 私の手 きれい？ 感染管理認定看護師
12月 ４ 日（火） 年末年始の過ごし方 管理栄養士

第６回複十字病院地域交流会 　　　19：00～　　　　清瀬アミューホール時間 場所2018年11月13日（火）
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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

病
院
通
り

複十字病院看護大

至所沢

至池袋

西武池袋線

梅園一丁目
複十字病院前

保育園入口

梅園駐在所前

松山３

松山１

清瀬高校入口

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

平成30年度清瀬市自衛消防訓練審査会出場
（見事準優勝！）

平成30年度　参加隊員
１号消火栓男子隊（準優勝) ２号消火栓男子隊（準優勝） １号消火栓混成隊（敢闘賞）

指揮者 臨床検査部　佐野（臨床検査技師） 指揮者 庶務課　岡安（事務員） 指揮者 看護部　　　　池崎（看護師）
1番員 医事課　　　梅宮（事務員） 1番員 庶務課　前田（警備員） 1番員 放射線診療部　伊藤（放射線技師）

庶務課　岡安　郁明
　今年の４月に入職して、人生で初めて自衛消防審査会に関わりました。今年の夏は特に暑さが厳しく、そんな中、
厚手のつなぎを着て毎週練習に臨みました。熱中症になりかけた時もありました。しかし、練習を重ねていくごと
にペアとの動きが合ってきて、どんどん「楽しい！」と思えるようになりました。当日は、演武中のことは何も覚
えていないくらい無我夢中でした。結果は準優勝でしたが、自衛消防を通じて普段話しをする機会のない職員と関
わることもでき、結果以上に得たものは大きかったです。この経験は思い出だけにせず、万が一災害や火災が起き
た時にしっかり活かせるようにしなくてはいけないと感じました。最後に、隊員含め練習に携わって下さった方々
ありがとうございました。

　当院は清瀬消防署・清瀬災害防止協会主催の自衛消防訓練審査会に本年も参加いたしました。審査会は９月７日
に清瀬市コミュニティプラザひまわりで開催されました。この大会は、清瀬市にある事業所が参加して決められた
消防の演武の迫力・姿勢・型を競い合う大会で、当院は開催が始まってから約30年以上連続で出場しております。
本年は32の事業所が参加いたしました。当院は見事「１号消火栓男子隊の部」「２号消火栓男子隊の部」で準優勝、
「１号消火栓混成隊の部」で敢闘賞を受賞しました。この大会に参加する意義は大きく、当院は病院をあげてこの
大会に参加しています。有事の災害や火災が発生した際には、迅速に対応し大切な患者さんの安全を守れるように、
病院スタッフが１人でも多くの消防スペシャリストになれるように大会の練習を通して育成しております。また近
年は、清瀬市内の病院の殆どがこの大会に参加しており、大会を通じて情報共有・地域災害についてのコミュニケー
ションの場にもなっております。これからも当院は有事の際に患者さん、さらには地域の方々の安全を第一に守れ
るように消防活動をスタッフ一人一人に啓蒙していきます。

自衛消防審査会に参加して…
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