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● 食事について～お正月メニューを考察～ 

● 地域講演会を開催しました！ 

「高齢者のインフルエンザ～本年の傾向～」 

● 平成30年度病棟行事のおしらせ 

-特集- 
施設ってどんな種類があるの？（医療福祉科） 
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特別養護老人ホーム  

介護老人保健施設  

“そろそろ自宅での生活が大変になってきたな、でも施設ってすぐに入居できないん

でしょ？”“病院に入院していたのに退院と言われてしまった。自宅ではもう生活が

できないけど施設に入れるの？”など『施設』と言われても費用は？待機は？入所期

間は？対象者は？等々施設によって入居条件や特徴は様々です。 

そこで今回は施設の種類やその特徴を簡単にご紹介致します。 

・原則要介護３～５の方が対象 

・年単位の待機がある 

・日常的な医療が必要ない限りは長期での入所が可能 

・費用は数万～１５万ほど 

・要支援２～要介護５の認知症の方が対象 

・医療や重度の介護が必要になった場合は退所の可能性がある 

 

グループホーム    

介護付有料老人ホーム    

・自立～要介護５の方が対象 

・入居者の状態に合わせサービスを提供 

・入居一時金と月額使用料を支払う 

施設ってどんな種類があるの？ 医療福祉科 

・要介護１～５の方が対象 

・長期入所前提ではなく、在宅復帰を目指しリハビリを受けられる 

・費用は数万～１５万ほど 

自立 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 

自立 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 

自立 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 

自立 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 

認知症の方  



健康型有料老人ホーム  

 住宅型有料老人ホーム  

・自立の方が対象 

・要介護状態になった場合は退所 

・ジムや温泉等の健康維持の為の設備がある 

・入居金、月額使用料は高額なところが多い 

・自立～要介護の方が対象 

・「特定施設」と認められる施設は介護専門スタッフが常駐 

・「特定施設」でない場合の介護サービスは外部の事業所に依頼 

・入居金、月額使用料は施設により様々 

サービス付高齢者向け住宅   

・自立～要介護５の方まで対象 

・介護スタッフが常駐していない 

・介護サービスは外部の事業者に依頼 

自立 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 

自立 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 

自立 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 

今回ご紹介した施設はほんの一部です。その方のご状態により何をポイントに施設

を選んでいけば良いのかが変わってきます。施設選びや今後の生活に不安がありま

したら是非相談員にお声かけ下さい。 
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東所沢病院 社会福祉相談室 

場所：１階外来の横 

TEL：０４－２９４４－２３９６(相談室直通) 
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実施日  ：平成30年1月9日（火）～平成30年１月１７日（水） 

対象者  ：１病棟～４病棟の全形、一口大、ソフト対象 

調査方法 ：管理栄養士による直接聞き取り調査 

有効回答率：50％（27名／54名） 

お正月の行事食が楽しめたかについては、74％の方が「楽しめた」、11％の

方が「まあまあ楽しめた」、15％の方が「普通」と回答し、「少し不満」

「不満」という方は０％で約８割の方に楽しんでもらえた事が分かります。

普段の食事よりもさらに工夫して作った成果だと思います。来年も継続して

いきたいです。 

お正月の行事食の見た目については、61%の方が「良い」、31%の方が「ま

あまあ良い」、8％の方が「普通」と回答し、「少し悪い」「悪い」という方

は０%でした。砂糖菓子入りのポチ袋を全形～ソフトの方対象に食事に付

け、さらに千代紙で作った折り鶴を全員のトレーにのせて見た目を豪華で華

やかにする工夫が出来ました。ポチ袋や折り鶴は持ち帰って保管している方

もいたので患者様に喜んで頂けたかと思います。 

お正月の感想は、良い意見をたくさん頂けました。当院で過ごしたお正月が入院患者様にとって、いい思い出

として残ってもらえると嬉しいです。また、意見の中にはお雑煮や伊達巻、酢だこなどのお正月料理が食べた

かったいう内容がありました。食形態の問題でなかなか取り入れられないメニューもありますが、出来るだけ

希望に添えるように来年検討していきます。 
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嗜好調査結果報告 栄養科

・他の病院にはないメニューで楽しかった。美味しかった。（５名） 

・小学校までしか学校に行っていなかったため、皆で行事食を食べるのが楽しい。 

・カードを持ち帰って保管している。 

・美味しいご飯と言ったら、ここの病院を思い出す。 

・お赤飯が美味しい。（４名） 

・北海道出身で今まで自分で作ったおせち料理しか食べたことがなかったが、 

 埼玉のおせちが食べられて新鮮で嬉しかった。 

・何か物足りないメニューだった。お雑煮や伊達巻、酢だこが食べたかった。（２名） 

・細い海老ではなく太い海老が良かった。 

・お赤飯は好きだけどおせちは好きではない。 

・元旦の飾りにえび天があるとより豪華だった。 
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高齢者のインフルエンザ～本年の傾向～ 

 ２月１０日（土）、当院ロビーにおいて『地域講演会』を開催しました。 

 当日は、「高齢者のインフルエンザ～本年の傾向～」をテーマに当院の馬

島英輔医師が講師を務め、インフルエンザの症状や感染経路、予防方法等を

スクリーンと配布資料を用いて説明しました。予防方法については、別資料

を用いて自分でも簡単に出来る方法を更に詳しく解説。インフルエンザに罹

りにくくする為や、うつさない為の具体的な方法を紹介しました。 

講演後にご記入していただいたアンケートには「感染予防に気をつけたいと

思います」「手洗いの大切さを改めて知ることができました」といった回答

をいたただきました。 

今後もご家族様や地域の方々に興味を持っていただけるような『地域講演

会』になるよう努めてまいります。 
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４月 花見 

５月 端午の節句 

７月 七夕会 

８月 納涼会・盆踊り 

９月 秋祭り・敬老会 

１２月 クリスマス会 

１月 正月・書き初め 

２月 豆まき会 

３月 ひな祭り 

 当院では、患者様の気分転換やより良い療養生活を送って頂く為に毎月誕生日会やおや

つの日、季節の行事を行っています。その他にも慰問として日本舞踊やハーモニカ演奏、

フラダンス等のボランティアの方々に披露して頂いております。 

病棟行事の年間予定 

クリスマス会の様子 



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 田中 田中 田村 馬島 田村 山野辺 
高崎 
深澤 

高崎 
深澤 林 林 馬島 

 

患 者 様 の 権 利 

１.平等かつ公平に医療を受ける権利 

２.個人として尊重される権利 

３.十分な説明と情報提供を受ける権利 

４.自分、または代理人による意思で選択・決定する権利 

５.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。 

東所沢病院 
〒359-0013 埼玉県所沢市城435-1 

TEL:04-2944-2390 

FAX:04-2944-5236 
http://www.h-tokoro.jp/ 
発行 東所沢病院 

編集 広報委員会 

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 

理 念 

高齢者医療に心やすらぐサービスの実践 

基 本 方 針 

１.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 

２.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 

３.療養環境を整備し、安全を確保する 

４.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 

５.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 

 

平  日  

土曜日    

  9：15 
14：00 

 

  9：15 

～ 
～ 

 

～ 

12：00 
17：00 

 

12：00 

■診療科目 

内科・リハビリテーション科・精神科 

■診療時間 

■休診日 
日曜・祝日・年末年始 

当院では所沢循環コース・清瀬循環コースの無料送迎バスを運行しております。 

面会時のご利用はもちろん、当院への受診時(診療科：内科)にも是非、ご利用ください。 

 
＊月～金曜日運行しております。（祝祭日年末年始を除く） 
 時刻表は病院のホームページをご覧ください。 
＊乗車人数には限りがございますので予めご了承ください。 


