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●秋のお食事紹介（栄養科）
●手芸部活動紹介（手芸部）
●秋の院内行事・取り組みご報告
●タブレット面会を実施しています

-特集-
介護保険サービスについて（医療福祉科）



医療福祉科

対象者：要介護1以上

●何らかの理由で病気や障害があるけれど、住み慣れた自宅に帰りたい

●入院前とは状態も変わっていて、これまで通りに自宅で過ごしていけるのか不安

●介護が必要な状態で自宅へ帰したいけれど、家族だけの介護では心配

自宅での生活に不安や心配を抱える方の助けとなるものとして

介護保険の要介護認定で要介護又は要支援と認定された場合に利用できるサービスのことで、

介護度により利用できるサービスが異なってきます。

お困りではありませんか？

介護保険サービス

とは・・

自宅で利用
できる
サービス

自宅から
通って利用する
サービス

生活環境を
整える為の
サービス

1 2 3
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サービス対象

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

となります。

があります。

1
/
2
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1

～入院中の方向けサービス紹介その1～
介護保険サービスについて

これらのサービスは患者様ご家族様の状態や希望に合わせて介護支援専門員（ケアマネージャー）と

共に選択し、サービスの計画を立てて利用していきます。新たにケアマネージャーを探す場合には、

地域ごとに設置されている地域包括支援センター等でご相談できます。

自宅で利用できるサービス

出典：WAM NET（ワムネット）/埼玉県「介護保険で利用できるサービス」

東所沢病院 社会福祉相談室
場 所：1階外来横
電話番号：04-2944-2390（病院代表） 2

出典：WAM NET（ワムネット）/埼玉県「介護保険で利用できるサービス」

訪問介護（ホームヘルプ）

ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事・排泄・入浴の介助や、調理・洗濯などの生活援助を行います。

訪問入浴介護

家庭に浴槽を持ち込んで、入浴の介護を行います。

訪問看護

看護師や保健師などが家庭を訪問して、療養の世話や診療の補助などを行います。

訪問リハビリテーション

心身の機能の維持や回復のために、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が家庭を訪問してリハビリテー
ションを行います。

夜間対応型訪問介護

巡回や通報システムによる夜間専門の訪問介護です。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が
密接に連携しながら、短時間の定期巡回型訪問と随時の対応を行うサービスです。

看護小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて提供するサービスです。

居宅療養管理指導

往診等を行っているかかりつけの医師・歯科医師が、介護サービス計画に必要な情報を提供したり、介護
に関する指導・助言を行ったりするサービスです。薬剤師が家庭を訪問し服薬の指導を行う場合なども含
まれます。



秋の風が気持良い季節になりましたね。食欲の秋という

ことで、9月の行事食はお弁当、敬老の日、秋分の日と盛

り沢山でした。どの行事食も患者様からご好評をいただ

き、栄養科もやりがいを感じております。これからも喜

んでいただけるお食事を提供して参ります。

💛2色おはぎ

💛かきたま汁

秋の献立紹介
栄養科

💛辛子和え

💛味ナス

💛ねぎとろ丼

💛炊き合わせ

💛清汁

💛水ようかん

秋分の日におはぎを食べ

る理由は、おはぎに使わ

れている小豆の赤色には

邪気を払い、災難から身

を守る魔除けの効果があ

るといわれているからで

す。当院でも手作りした

小豆のおはぎとさつまい

ものおはぎを提供しまし

た。☆

敬老の日には少し豪

華にねぎとろ丼を提

供しました。

ねぎとろ丼は患者様

にも人気のあるメ

ニューです。清汁の

椀種には卵豆腐を使

用しました。たくさ

ん食べてこれからも

元気にお過ごしくだ

さいね。
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当院では、様々な部署から様々な職種の人たちが集まり、

みんなで楽しく手芸活動をしています。

制作した作品は、院内のイベントで患者さんやご家族の方へ

無料でプレゼントもしており、毎年大変ご好評いただいてい

ます。今回は、ご自宅で楽しくお過ごしいただけるような、

これからの時期にぴったりの簡単に作れるオーナメントの作

り方をご紹介いたします♪

お家で簡単

手芸部

ひがとこ手芸部による活動

過去の活動
これまで沢山の作品を制作してきました。こちらはほんの一部で
す。作品は当院のイベントの際に、患者様やお越しいただいたご
家族様へプレゼントしています☆

底辺3ｃｍ×高さ3ｃｍの二等辺三角形を32枚 切ります

この時縫い代は段ごとに倒す方向を統一しますを互い違いに合わせ、縫い代を縫い合わせます。

これを1～4段までを作成

１～4段の縫い代を合わせ、縫い合わせる
の△×16枚で大きな二等辺三角形を作る

を２つ作成3

綿を挟み、3を縫い合わせる

さらに最初の の二等辺三角形の形に添って、
図のように上から縫っていく

1

1

淵をリボンで挟み、切れ端を縫っていく

最後に引っ掛け用の紐を縫い付けて完成☆
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●山口院長による挨拶 ●職員による黙とう・お焼香

ご遺族の方には謹んでご報告させていただきます

今年度の慰霊会は新型コロナウィルス感染症拡大を鑑み

当院職員のみにて九月四日執り行いました

事情ご賢察の上ご理解ご容赦のほどお願い申し上げます

秋の院内行事・取り組みご報告

電子カルテ導入を導入致しました

2020年１０月より、電子カルテを導入致しました。システム導入により、いち早く患者様の情報

を把握し、質の高い医療の提供ができますよう、職員一同取り組んでまいります。

慰霊会を開催致しました

新型コロナウィルス感染拡大による影響を受け、当初の予定より2

か月の遅れとなりましたが、ようやく念願の電子カルテが稼働致し

ました。より良い診療ができますよう尽力いたします。

●豊田副院長より
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患者様へメッセージをお届けできます！

当院のHPより、 「お見舞いメール」の受付けを行っております。いただいたメッセージを印字し患者

様へお渡ししております。是非ご活用ください♪

2020年2020年

7月20日より7月20日より

日頃より当院の感染対策にご理解ご協力を賜り誠にあ

りがとうございます。

新型コロナウィルスの影響により皆様には大変ご迷惑

をおかけしております。患者様とご家族様が少しでも

お会いできますように当院ではタブレット面会の実施

しております。

日頃より当院の感染対策にご理解ご協力を賜り誠にありがとう

ございます。新型コロナウィルスの影響により皆様には大変ご

迷惑をおかけしております。患者様とご家族様が少しでもお会

いできますように当院では７月20日よりタブレット面会の実施

をしております。これまでに延べ237名の方にご利用いただ

き、大変ご好評いただいております。

ご利用方法は病院HP又はお電話にてお問い合わせください。

これまでのご利用者数 たくさんのお言葉を
いただきました
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病棟スタッフより

6

10月17日（土）より
土曜日午前のタブレット面会
も可能になりました♪

お知らせ



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

.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。

.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。

.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
〒360-0013 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。内容や秘密をお守りしま
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（１２：００～１３：００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・在宅復帰に向けたリハビリテーションを展開する。
３患者様が穏やかに過ごす事の出来る、安全な環境を提供する。
４住み慣れた地域に安心して暮らせるよう福祉と連携した支援をす
る。
５すべての職員が健康でいきいきと活躍できる職場づくりの推進。

■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

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 馬島 田村 田村 豊田
高崎

波岡

高崎

波岡
林 豊田 馬島

平 日 9:15 ～ 12：00

14:00 ～ 17：00

土曜日 9:15 ～ 12：00


