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こんな時、 介護保険制度が暮らしを⽀えてくれます。
介護保険制度は、 みなさんが納めている保険料をもとに社会全体で介護を
⽀えていくために作られた制度です。

特集　使える！介護保険制度!！
 

老後の楽しみ

を作りたい！ 
 医療・介護の専門家の手を

借りて本人も家族も、お互

い笑顔で暮したい♪ 

 
病気があるけど 

住み慣れた我が家

で暮したい。 
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介護保険で

このようなサービスが利用できます

自宅で使えるサービス

○訪問介護（ホームヘルプサービス）

ホームヘルパーが入浴・排泄・食事等の介護や、調理・洗濯など生活援助を行います。

○訪問リハビリ

自宅に理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問し、リハビリを行います。

○訪問看護

自宅へ看護師が訪問し、病状の管理や必要な処置の継続をします。

○通所介護（デイサービス）

施設へ通い、レクリエーションを行ったり、食事や入浴等のサービスが受けられます。

デイケアというリハビリを行う施設へ通うサービスもあります。

○短期入所介護（ショートステイ）

諸事情により自宅で介護出来ない時、短期間入所する事ができる施設。

○認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

認知症の方が共同生活住居で家庭的な環境の下、介護を受けて生活できるサービス。

○住宅改修費の支給

手すりの取り付けや段差の解消等の為にかかる住宅改修費用に関して、

20万円を利用限度額に費用を支給（支給額は18万円まで）します。

施設に入所するサービス

○特別養護老人ホーム

常時介護が必要で、自宅介護困難な方が入所します。基本的に終身でいられる施設です。

○老人保健施設

病状が安定している方に対し、医学的管理の元で看護、介護、リハビリを行う施設です。

※要介護状態区分によって使えるサービスが異なります。

また「地域密着型サービス」と呼ばれるサービスは、
基本的にお住まいの市区町村以外のサービスは利用できません。



東所沢病院　広報誌　けやき　第34号　平成25年8月　発行

サービスを利用するまで

 要介護状態区分・・・ 非該当 

        要支援１,２ 

        要介護１～５ 

≪要介護１～５と認定された方≫

在宅でサービスを利用したい

⇒ サービスの調整をしてくれる ケアマネージャーを選び、サービス内容を具体的に盛り込んだ

「ケアプラン」を作成してもらいましょう。

施設でのサービスを利用したい

⇒ 介護保険施設へ直接申し込みをします。

≪要支援１・２または非該当と認定された方≫

要支援１・２　⇒ 　介護予防サービスが利用できます。

非該当　　　　⇒ 　市が行う「地域支援事業の介護予防事業」を利用できます。

どちらのサービスも地域包括支援センターが中心となりサービス利用のサポートを行っておりま

すので、まずはお近くの地域包括支援センターへご相談ください。

 当院入院患者様の中にも、介護保険制度を利用し、自宅の環境を整え、介護サービスを利用して自宅へ退

院されたり、病院から生活の場へと介護保険の施設へ退院される方もいらっしゃいます。 

 何かご 不明な 点がご ざ いまし

たら、社会福祉相談室へお問い

合わせく ださい。 

東所沢病院　社会福祉相談室

場所 ： 当院１階

TEL： ０４－２９４４－２３９６(相談室直通)
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　新入職員紹介

今年度４月に入職した新入職員をご紹介します。入職した意気込みを語ってもらいました！

鈴木　由美子    看護師

4 月に入職して4カ月程経ちました。 少しずつ病棟環境に慣れ、 何が分からないのか少し分かってきました。

まだまだ未熟ですが先輩がたのご指導のもと日々学ばせていただいています。患者様やご家族の笑顔に癒されて

います。これからも一人一人の個別に合わせた看護ができるよう努力していきたいと思います。

小保方　友麻    看護師

看護師として働き出してみると毎日忙しく、早くも4カ月経ちました。日々の患者様との関わりの中で多くのことを

学ばせていただいています。 常に患者様第一に考え、 日々向上していきたいと思います。

丸重　奈津子    看護師

入職して早くも4カ月が過ぎました。少しずつ看護業務に慣れようやく看護師という実感が湧いてきております。し

かし患者様と接する中で日々至らない点を痛感しています。これからも患者様との関わりを大切にし、日々勉強

していきたいと思います。

澤向　奈苗    看護師

当院に入職し、今は覚えることが沢山あり大変ですが先輩方が優しく丁寧に教えて下さり、日々多くの事を学び頑

張っています。いつも笑顔を忘れず、患者様に温かく寄り添った看護が出来るよう日々努力していきたいと思いま

す。

木戸　友里絵    看護師

入職して早4ヶ月経ちました。実際に看護の現場に出る事により在学中には体験しなかったような壁にぶつかるこ

ともありますが、業務を覚え、こなしていくことで少しずつやりがいに変化していくのを感じます。これからも初心を

忘れず、患者様やご家族様の為に日々精進して行きます。

増田　紀明    准看護師

入職して早4ヶ月が経ち、スタッフとも患者様とも仲良く働けています。これから患者様により近い立場で信頼関係

を深められるよう頑張っていきたいと思います。

岸　理紗    准看護師

准看護師として働き出して4カ月程経ちましたが先輩方の指導や患者様から日々学ばせて頂く事が沢山あります。

まだまだ未熟ですが笑顔を絶やさず患者様との信頼関係を深め患者様が安心して過ごして頂けるよう仕事に努め

ていきたいと思います。

岡田　未希    介護福祉士

入職して4カ月が経ち徐々に業務や病棟の環境にも慣れてきました。しかしまだまだ足りない部分も多く、先輩方

をはじめ職員のみなさんには大変ご迷惑をおかけしていると思います。ですが、笑顔と元気を絶やさず、患者様

ひとりひとりに合ったケア、 支援ができるよう日々精進し、 頑張っていきたいと思います。

仲宗根　明弘   介護福祉士

介護福祉士として仕事について早4ヶ月が経ちました。知識が豊富になったと思いましたが患者様と接する中で患

者様から学ぶ事が多いので日々学び、より一層患者様から信頼させる介護福祉士を目指していくのでよろしくお願

いします。

山村　稜    看護助手

入職して早くも4カ月が過ぎました。 常に毎日が勉強で先輩をはじめ、 職員の方々には迷惑ばかりかけていると

思います。 常に学ぶ姿勢で、 小さな事に感謝を忘れず、 明るくあいさつができる職員になります。 これからもよ

ろしくお願いします。
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伊藤　幸恵    准看護学生

2病棟で働き始めて4カ月が過ぎました。少しずつ職場にも慣れて日々先輩や患者さんから多くのことを学んでい

ます。 まだまだ失敗することは多いですが、 くじけずに頑張っていきたいと思います。 御指導の程よろしくお願い

します。

糸井　彩乃    理学療法士

入職して4カ月が経ちました。まだ緊張や不安もありますが、優しい先輩やスタッフの方々にご指導頂いて多くの

事を学び、自信を持って患者様と接することができるように、そして少しでも患者様のお力になれるセラピストを目

指して、 日々努力していきます。 よろしくお願いします。

畠山　亮介    理学療法士

入職して4カ月が経ち、ようやく仕事にも慣れることができました。仕事内容では分からないことなど悩むことも多

くなり迷惑をかけることも多いですが、先輩方からのアドバイスをいただきながら、患者様のためになれるよう日々

知識や技術の向上を目指していきたいです。

熊田　るりこ    作業療法士

1年前の今頃、実習生としてこの病院に通っていました。先輩達のような作業療法士になりたいと思って入職し、

4カ月が経ちました。学生とは違う緊張感と責任感に、悩んだり不安になったりすることもありますが、患者さんが

元気になる治療ができるようにと頑張っています。先輩達からいろいろ教わり学び、これからもっと勉強していきた

いと思います。

永井　友佳子    作業療法士

早くも入職して4カ月が経ちました。患者様や先輩方からたくさんのことを学びながら毎日を送っています。まだま

だわからないことばかりですが、1日も早く患者様から信頼していただける作業療法士になれるよう頑張っていきま

す。 よろしくお願いいたします。

加田　知佳乃    言語聴覚士

この病院で働き始めてから約4カ月が過ぎました。まだ経験していないことも多く、覚えなければならないことも沢

山ありますが、先輩方に教わりながらすこしずつ正確に覚えていきたいと思います。患者様にとってプラスとなる

リハビリテーションを行っていけるよう、 精一杯頑張ります。 よろしくお願いいたします。

福島　紫央里   調理師

入職して4カ月が経ちました。 まだ先輩方にご迷惑をおかけすることが多いですが、 1日でも早く仕事を覚えて先

輩方や患者様に信頼されるような調理師になりたいです。

瀧瀬　彩華    精神保健福祉士

入職して4カ月が経ち、ようやく職場の雰囲気にも慣れ、自身の足りないものが見えてきました。今後も皆様にご

迷惑をおかけすることも多いかと思いますが、より一層努力して参りますのでよろしくお願いいたします。

栗城　のぞみ    事務

入職し､4ヶ月経ちますが、まだまだ覚えることが沢山あるので、今の自分にできること。やるべきこと。を精一杯

行い、仕事、そして医療事務としての知識をひとつひとつ着実に覚えていこうと思います。

今後も 「笑顔」 と 「元気」 を忘れずに頑張りますので、 宜しくお願いします。

職員一同、精一杯頑張ります！

あたたかく見守って下さい。

宜しくお願いします。
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春の地域講演会を行いました！

テーマは 「高血圧と食事〜調理・外⾷時のコツ〜」
当院では年に２回、 患者様やそのご家族様、 地域の方々を対
象に地域講演会を開催しています。
６月８日 （土） には事前に⾏ったアンケートから 「高血圧と
⾷事 （調理・外⾷時のコツ）」 をテーマに、 当院の馬島英
輔医師と管理栄養⼠が２つの観点から講演を⾏いました。
高血圧やその予防については比較的よく知られていますが、 医
師・管理栄養⼠の２つの視点から、 より具体的にお話をさせ
て頂いた事で、 地域の方々に真剣に聞いて頂くことができまし
た。

講演後には質疑応答も活発に⾏われ、 講
演会で⾏ったアンケートでも 「参考に
なった。」 「なんとなく分かっているつ
もりでいたが、 改めて考える機会になっ
た。」 「今後の⾷生活に気をつけたいと
思った。」 等の感想を頂くことができ、
高血圧やその予防についての感心の高さを
改めて伺うことができました。
患者様やご家族様、 地域の方々の⾝近な事への疑問や抱えている不安について情報発信を
⾏うことも病院に求められていることであると改めて実感することができました。
今後も、 地域の方々の様々なニーズに応えた情報提供に努めると共に、 コミュニケー
ションの場のひとつとして地域講演会を開催していきたいと思います。
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平成２５年１０⽉より、 当院で 「訪問リハビリテーション」 をはじめる事となりました。
当院のリハビリスタッフがご⾃宅にうかがい、より生活に沿った場面でのリハビリテーションを
提案します。

 

東所 沢病 院 
け や き  訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン  

住宅改修・福祉用具 

住み慣れた家で、 

安心した生活を！ 

のアドバイス 

家族指導 
家族の介護負担を 

軽減していきましょう。 

趣味や特技を通して 

 生活の幅を増やしましょう。 

自分らしい生活 
重症な方こそ 

コンディションを整えて 

 安楽な生活を送りましょう。 

能力向上 

能力を高め、安心して地域 

との交流を深めましょう。 

少しでも屋外に。 

リハビリを！ 

提供日時： 

 月曜日～金曜日 

 ９:00～17:30 

提供地域： 

 東所沢周辺 

＊他地域もご相談ください 

愛し愛される病院 

地域に“ホッと”心やすらぐサービスを❤ 

ご不明な点がございましたら、 当院までお気軽にご相談下さい。
医療法⼈社団東光会  東所沢病院 けやき 訪問リハビリテーション



平 日 ：９ ：００〜１２ ：００ １４ ：００〜１７ ：００
     
    （診察開始時間９：１５〜）
土曜日 ：９ ：００〜１２ ：００
    
    （診察開始時間９：１５〜）
日 ・祝 ・祭日は休診です

外 来 診 療 担 当 医

診 療 科 ⽬
月 火 水 木 ⾦ 土

午 前 午 後 午 前 午 後 午 前 午 後 午 前 午 後 午 前 午 後 午 前

内   科 山口 馬島 山口 ⻲⽥ 山本 山本 高崎
深澤

高崎
深澤 林 林 馬島

認定

第MA97-2号

■発行■　東所沢病院（日本医療機能評価機構認定病院）　
　　　　　〒359-0013 埼玉県所沢市城435 -1　　　　
　　　　　TEL(04)2944-2390 FAX(04)2944-5236
　　　　　http://www.h-tokoro.jp/
■編集■　広報委員会

理念
高齢者医療に⼼やすらぐサービスの実践

基本方針
○患者様の権利を尊重し、 笑顔と対話による医療・看護
を実践する
○⾃⽴に向けたリハビリテーションを展開できるよう⽀援
する
○療養環境を整備し、 安全を確保する
○退院後に安⼼して地域で暮らせるように、福祉との連携
をとる
○⾃ら学び医療⼈として節度を持ち、全員で働きやすい職
場環境を作る

当院への入院相談及びお問合せは、 『社会福祉相談室』 が担当しております。
入院前の疑問や不安、入院後における様々なご相談に応じています。患者様やご家族が安⼼して療養に専念していただ
けるように、専⾨的な知識を持った医療ソーシャルワーカーを是⾮ご利⽤ください。
ご相談は無料です、 内容は秘密をお守りします。 あらかじめご予約の上、 お気軽にお越しください。 電話でのご相談
も承ります。

相 談 時 間
○平日 ： 9 ： 00 〜 17 ： 00(12 ： 30 〜 13 ： 30 を除く)
○土曜 ： 9 ： 00 〜 12 ： 30

社会福祉相談室のご案内

東所沢病院の理念・基本⽅針・患者様の権利・職員倫理

患者様の権利
○平等かつ公平に医療を受ける権利
○個⼈として尊重される権利
○⼗分な説明と情報提供を受ける権利
○⾃分、 または代理⼈による意思で選択・決定する権利
○⾃分の情報を承諾なくして第三者に開⽰されない権利
（プライバシー保護）

職員倫理
１私たちは、 ⼈間愛の精神を基本とし、 医療者として常
に専⾨的な知識と技術の習得に努めます。
２私たちは、 すべての医療⾏為において、 患者様の権利
を尊重し、 互いに協⼒して適切な医療を提供します。
３私たちは、医療を通じて社会の発展を尽くすとともに、
法に従い、 社会秩序の保持に努めます。


