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【本館 2 階】

住み慣れた地域での生活に
必要な医療を提供する有床診療所

今号
の
特集

【病棟見取り図：一般病棟 19 床 ( 内 個室 3 室 )】

看護部 病棟

皆さんこんにちは！地域に密着している当院では、アットホームな雰囲気
の中で、患者様一人ひとりに沿った医療・看護を提供できるように日々
努力をしております。

病棟クラーク
冨尾

看護部病棟
主任 木村

個室 (3 室 )

個室 (3 室 )個室 (3 室 )

当院に入院施設があるのをご存知でしたか？

　「病院」と「有床診療所」はそれぞれの役割が違い、「病院」は20床以上の入院ベッドを有し、緊急搬送の

対応や難病、重症の治療といった高度な医療行為を受けられる医療機関であり、「有床診療所」は19床以下

のベッドを持つ医療機関で、慢性疾患や軽いけが・病気など、地域に密着した『かかりつけ医』としての役割

が大きいのです。

　当院では、肺炎、急性心不全、骨折等の急性疾患や高血圧、腰痛症などの慢性疾患、手術後のリハビリ

入院に対応しています。また、ご家族様の介護疲れ、その他ご家庭の事情により一時的に在宅介護が困難

となる場合には期間を設け、入院の受け入れをしています。

病院と有床診療所の違いとは？病院と有床診療所の違いとは？

個室 (3 室 )

それでは今から、 当院 2 階にある病棟をご案内いたします。

まずは、 病棟木村主任から一言！



12時

6時18時 起床

モーニングケア

8 時：朝食・歯磨き

検温・点滴・処置

お風呂《月・木》

リハビリ

12 時：昼食・歯磨き

シーツ交換

リハビリ

清拭・洗髪・足浴

17 時：夕食・歯磨き

検温・点滴

21 時：消灯

オムツ交換

近隣病院の地域連携室スタッフに当院の事を聞いてみました。

患者さんの急な入院をお願いする
時も、丁寧にご対応頂き、大変
助けて頂いております。
今後共よろしくお願い致します。

市立岸和田市民病院
地域医療連携室 様より

お世話になっております。ナーシン
グホームや訪問リハビリなど幅広
いサービスを今後も活用させて頂
きたいです。

市立岸和田市民病院
医療福祉相談部
医療ソーシャルワーカー 様より

転院受入・受診相談等で、地域の
皆様に円滑に医療を提供出来るよ
う、従前より、様々な情報を共有
させて頂いております。今後とも宜
しくお願い申し上げます。

岸和田徳洲会病院
地域医療連携室 様より
岸和田徳洲会病院

病棟の 1 日の様子を

24 時間時計で表してみました。

24時

スタッフ一人ひとりが患者様に寄り添い
　アットホームな環境の中での入院生活／／

オムツ交換

オムツ交換

オムツ交換

オムツ交換

患者様の状態に応じたオムツ交換や
トイレ介助などを夜間帯も行っております



医師からの病状説明があり、病棟看護師より

現在困っていること、今後の生活への思いをお聞きします。

入院後の治療計画については医師や看護師より説明をします。

自宅での生活へ復帰するために自宅での生活へ復帰するために

入院から退院までの流れ

入院時

入院中

日常生活動作の向上と体力面の回復のため、入院される方の個々の

状態に応じてリハビリテーションプログラムを組み、理学療法士より

リハビリの実施を行います。

食事は患者様一人ひとりの病状や身体の状況に応じた形態で、

摂取しやすいよう工夫をして提供しております。

相談・外来診察 まずは外来受診をしていただきます。

外来診察の結果、入院治療が必要と医師が判断した場合、

入院のご説明をさせていただきます。

毎日の回診の中で、看護師は患者様一人ひとりの容態を確認しつつ、

患者様の声に対してもしっかりと傾聴し、医師はその情報を共有し

治療を進めております。

入院時の容態で床ずれ ( 縟瘡 ) ケアを必要とする患者様には、適切な縟瘡治

療を行っております。また、看護師や看護助手が日常的に体位交換や頻回な

オムツ交換等のきめ細やかな介助を行い、入院中に新しく床ずれ ( 縟瘡 ) が

できないよう縟瘡防止に努めております。

じょくそう



退院後は安心した生活が送れるように、外来診療や訪問診療、また通所リハビリ

センター、訪問リハビリ、訪問看護など、当院の多職種が関わり情報を共有して、

患者様一人ひとりに適したサービスを提供し、みなさまの生活の維持・向上に

取り組んでおります。

笑顔の退院を応援します！笑顔の退院を応援します！

医師・看護師・理学療法士・ケアマネジャー・事務職など患者様に

関わる多職種のスタッフが集まり、患者様の現状と退院後の生活を

具体的にふまえながら検討を重ね、退院に向けての調整を行います。

退院した後に介護サービスの必要性がある方に対して、「どのような

介護サービスがあるのか」「介護サービスを受けるにあたっての手続

きはどのようなものか」「実際に介護サービスを受けられるのか」と

いったことなどについて、医師や看護師等が介護保険の専門家である

ケアマネジャーと共働して、患者様やご家族様と話し合いの場を設け、

患者様が少しでも安心して退院できるように取り組んでいます。

退院・退院後

退院後、ご自宅での生活の状況や体調管理が順調に

行われているかどうかなど、お電話で確認させて頂いております。

お困りごとなどございましたら何なりとご相談ください。

☎ 0725-22-5515 ( 代表 )
レスパイト入院・在宅療養・入院療養に関するご相談をお受けしています。

お気軽にご相談ください。

　当院では在宅介護による介護者の日々の疲れ、冠婚葬祭、旅行などのご家庭の事情により、

一時的に在宅介護が困難となる場合に、医療的管理が必要な方を対象に、期間を設けた入

院の受け入れを行い、介護者の負担軽減 ( 息抜き ) を目指す仕組みである「レスパイト入院」

に対応しています。 （※レスパイトとは “ 一時休止 ”“ 休息 ” という意味です。 ）

　また、急性期病院からの転院や紹介による「リハビリ加療目的での入院」も受け入れて

います。

「レスパイト入院」

自分らしく過ごせる生活への支援自分らしく過ごせる生活への支援



理    事    長    よ    り

新型コロナウイルス感染症等感染防止対策実施医療機関「みんなで安心マーク」
　新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、医療機関はこれまで以上に感染防止対策に取り組んでいるところですが、

これまで通院されていた方、生活様式が大きく変化し不調を来した方が感染リスクを恐れて、医療機関への受診を控

えたり、先延ばしするといった現状がございます。

　このような状況に鑑み、日本医師会より、感染防止対策を徹底している医療機関に対して、『新型コロナウイルス感

染症等感染防止対策実施医療機関 みんなで安心マーク』が発行されました。

　当院は日本医師会「みんなで安心マーク」を取得しています。患者様が安心して当院で診療を受けて頂けるよう、

引き続き院内感染防止のための最善の取り組みを行ってまいります。

　去る8月1日（土）、有床診療所委員会主催（大阪府保険医協会）に
よる有床診療所懇談会「コロナ禍における医療機関の実践」が開催され、
協会副理事長として講演を致しました。
　講演内容としましては、新型コロナウイルス感染症を恐れ、受診控えを
している患者様が増えてきている中で、患者様に安心して医療機関を受
診していただくために私どもが実践していることや、地域医療・福祉連携を
中心とした取り組みなどをお話させていただきました。また、他の診療所・クリニックからはこれまでの
「コロナ禍の取り組み」としての各医院での対応、実践例の紹介がありました。
　コロナ禍で懇談会に参加できる人数に制限があった中、多くの方々が真剣に聞いて下さり、改めて地域の
皆様の医療体制を守っていくことの重要性を強く受け止めました。これからの「インフルエンザ流行期におけ
るコロナ対策」など新たな問題点も含め、課題が山積している中、今回の意見交換会での実践例なども参考
にしながら今後の診療に活かし、「コロナ禍での取り組み」を強化してまいります。

医療法人　医敬会

理事長



テーマ：①「○○の秋といえば！！？」　②「最近ハマっていることは？」

総務部　外来送迎ヘルパーステーションさつき通り
介護福祉士

北浦　由子

片岡　恵子葛西　夏奈子
看護部　訪問看護
看護師

小早川　星菜
リハビリテーション部
理学療法士

看護部　病棟
看護師

看護部　訪問看護

職員紹介

看護部　訪問看護
看護師

森　　道子

石井　和巳

看護部　訪問看護

看護部　病棟 リハビリテーション部

ヘルパーステーションさつき通り 総務部　外来送迎

かさい　　   かなこ かたおか　 けいこ

もり　　　 みちこ こばやかわ　　 せな

きたうら　 ゆうこ いしい　　かずみ

＆Smile

⇒コロナの影響で家で過ごす時
間が増え、2000 ピースのパズル
を買いました。難しすぎて全然
進みませんが、コツコツ
やっています。

①「食欲の秋」

②「料理」

⇒ステイホームで時間があった
ので、作る機会が増えました！

①「食欲の秋」

②「美顔ローラーを使ってリンパ
　　マッサージをすること」

①「スポーツの秋」

②「朗読を聞きながら寝る」

⇒寝つきを良くするため。

⇒コロナの影響で家で過ごす時
間が増え、2000 ピースのパズル
を買いました。難しすぎて全然

②「朗読を聞きながら寝る」

⇒ステイホームで時間があった
ので、作る機会が増えました！

②「美顔ローラーを使ってリンパ
　　マッサージをすること」

①「食欲の秋」

②「海外ドラマをみること」
⇒子供が寝てからの唯一の
楽しみです！

⇒息子が少年野球をしており、
私も試合の応援に行って楽しん
でいるからです。

①「スポーツの秋」

②「野球」

①「紅葉の秋」

②「パズル」

⇒スッキリしてむくみ予防にも
最適なので、毎日行って
います。

あんど～あんど～



http://ando-geka.jp/

インフルエンザ予防接種について
下記の通り、インフルエンザ予防接種の受付を行っています。事前予約が必要な場合もございますので、
詳細は受付までお問い合わせください。
①65歳以上の忠岡町住民の方 ( 住民票が忠岡町にある方 )
② 60 歳から64 歳までの町住民で、心臓・腎臓・呼吸器・免疫
　機能に重い障害のある方 (身体障害者手帳 1級または医師の
　証明が必要 )

③ 3歳以上の方 ④生後 6ヶ月から
　3歳未満の方

1,000 円
1 回のみ 3,850 円（税込）

1 回目

3,300 円（税込）
2 回目

3,300 円（税込）
1 回目

2,750 円（税込）
2 回目

※令和 2年 9月18日現在の状況です。変更になる場合がございます。
詳細は忠岡町役場の広報にてご確認ください。
※接種期間は令和2年 10月1日 (木 )から令和 3年 1月30日 (土 )まで。
※生活保護世帯に属する方については無料になります。
　接種を受ける前に忠岡町役場保健センターにて更新手続きが必要です。

（自己負担額※）

医療法人 医敬会　基本理念
地域医療を通じ

信頼される医療と介護の懸け橋となり
社会への貢献に努めます。

編集・発行：医療法人医敬会 安藤外科 ・ 整形外科医院 広報委員会
〒 595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東 1 丁目 39 番 29 号 
TEL 0725-22-5515（代表）

■電車でお越しの方　南海本線　忠岡駅東側出口　徒歩 5分
　　　　　　　　　　南海本線　なんば駅より 20分
■お車でお越しの方　忠岡町役場 (シビックセンター )南隣
　　　　　　　　　　敷地内駐車場有り (23台・無料 )
■バスでお越しの方　シビックセンター前下車　徒歩 1分

診療担当医のお知らせ


