私たちの病院は
① だれでも安心してかか
れる病院
② 心の通いあう、あたた
かい病院
③ 地域の人々と共に歩む
病院
であることをめざします。

大田病院の「理念」

穏やかな天気の年の初めで︑
また心新たに新年の活動を始め
ターを開設しました︒医療・介
護に関わる多種多様なご相談に
のることができますので︑ぜひ
ご活用いただければと思います︒
昨年は地震︑豪雨︑台風など
日本中が災害に見舞われました︒
備えられることと突然で備えら
れないことがありますが︑災害
は起こるつもりでいないといけ
ないと思いました︒

関の右︑通所リハビリテーショ
ン室の向いに患者サポートセン

に前向きに取り組んで日々研鑽
を積んでいます︒４月には新た
に３人の初期研修医が就職する
予定です︒地域医療を守る医師
を地域の中で育てる活動を継続
していきます︒
泌尿器科では昨年 月より尿
路結石に対するレーザー破砕手
術 を 始 め ま し た︒ 手 術 症 例 は
徐々に増えてきています︒７月
からは泌尿器
科医師が２人
になる予定で
す︒
外科では昨
年から静岡県
立がんセンタ
ーで大腸癌手
術を行ってい
た医師が加わ

４人の研修医は順調に成長し
てきています︒それぞれの課題

た︒ 年となると色々なほころ
びが出てきて︑修理の機会が増

えます︒皆さまの温かいご支援
でここまで来ることができまし

安心です︒
２０１０年にリニューアルし
た大田病院は今年で 年目を迎

時は︑このま
ま外科医としての選手生命もお
終いかと思ったりしましたが一

とよい内容の訓練になったと感

院転送になったりするハプニン
グもありました︒前年に比べる

役をしていただいた方の迫真の
演技で重症と判定︑東京労災病

いただきありがとうございまし
た︒シナリオでは軽症で帰宅す
るはずだったのが︑模擬患者の

月の大田区災害訓練では地
域の皆さまにたくさん参加して

取り組んでいきます︒どうぞよ
ろしくお願い致します︒

ら地域の健康と命を守る活動に

います︒
今年も皆さまに支えられなが

１人︑新たに加わります︒病棟︑
外来で力を発揮してくれると思

負担の少ない手術を行っていき
たいと思います︒
４月から循環器内科の医師が

り︑腹腔鏡下
の大腸癌手術が安定的に行える
ようになりました︒より体への

直

られているかと思います︒
ラグビーワールドカップでは︑
日本代表が大きな感動を与えて
くれました︒日本対スコットラ
ンドの試合は何回見ても思わず
歓声を上げてしまう素晴らしい
ゲームでした︒﹁ワンチーム﹂
は今年の東京オリンピック・パ
ラリンピックにも受け継がれそ
うです︒
私は年末に
腰を痛めて︑
正月中は靴下
をはくのも苦
労していまし
たが︑整形外
科の先生のお
かげでずいぶ
大田病院 院長
ん良くなって
田 村
きました︒一

えてきました︒大切に使ってい

じました︒今年も参加よろしく
お願いします︒

１０

１０

１１

かなくてはと思っています︒
２０１９年 月から︑正面玄
１１

１０

大田病院は基幹型
臨床研修病院です
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談を受けて対応しておりました︒
││＊││＊││＊││
︻２面につづく︼

は病院内の各部署でそれぞれ相

ています︒
今までは︑医療・介護の相談

施設入所や転院相談︑社会保障
制度の相談・退院調整等を行っ

無料低額診療の相談︑退院後の

っています︒
医療相談室では︑経済的相談︑

機関紙発行︑入退院支援等を行

機関との連携・入院相談・転院
相談︑地域健康講座の企画開催︑

地域連携室では︑地域の医療

大田病院では︑医療・介護の
相談窓口として患者サポートセ
ンターを開設いたしました︒構
成メンバーは︑地域連携室の看
護師６名と事務２名︑医療相談
室のソーシャルワーカー５名で
す︒常に連携を取りながら各業
務に当たっています︒

患者サポート
センター
を開設

︻１面よりつづく︼
││＊││＊││＊││
談︑家族からの転院の相談︑家
族の治療についての相談︑退院

当院では経済的な相談が多く、経済的な不安から受
診が遅れたり、病状が悪化してから入院になるケース
が多々見られます。生計困難な方が経済的な理由で、
必要な医療を受ける機会を制限されることがないよう
「無料低額診療事業（対象実施機関は大田病院・大森
中診療所・大田歯科）」を実施しています。条件に該
当すると患者さまの医療費の一部負担金が減額となり
ます。
大田病院入院中、大森中診療所外来通院中の方で、
上記内容のような不安・心配がある場合に直接医療相
談室にお電話頂くか、主治医・看護師に相談の申し込
みをお願いします。関係機関の方と連携をしながらこ
れからも地域に根差した病院の相談窓口となっていけ
るように頑張っていきたいと思います。（松尾夕美子）

患者サポートセンター 医療相談室 紹介
医療相談室には現在５名の医療ソーシャルワーカー
が配置されています。病気になると健康な時には考え
なかった心配事が色々起こってきます。そのような時
に患者さまやご家族さまと一緒に考え、お力になれる
ように相談をお受けします。
主な相談は「医療費・生活費等の経済的な相談」「無
料低額診療事業利用相談」
「介護保険・健康保険・障
害年金手続き等社会福祉・社会保障制度等の相談」「退
院後の在宅調整」「長期療養型病院への転院や施設入
所の相談」
等があります。病気や入院を機に起こる様々
な不安や問題について患者さま・ご家族さま、関係機
関の皆さまと一緒に相談・支援しています。

１２

月

１３

日﹁地域健康講座﹂を開催しました︒

大田病院に入職して１０数年が経ち、私は今現在、回復期リ
ハビリテーション病棟で仕事をしています。回復期リハビリテ
ーションでは、患者さんが一日も早く快適な日常生活を送るこ
とができるよう、各分野のスタッフチームが一丸となり医療・
看護・介護を提供して脳障害や運動麻痺をはじめとする後遺症
の回復や、日常動作の改善・向上をめざしています。「リハビ
リだけ」「治療だけ」ではなく、入院中から、在宅復帰・社会復帰を実現するま
でをその人に合わせて適切なサポートをしています。時には、受持ち担当患者さ
んのことで悩んでしまうこともありますが、その時はいつもスタッフが相談に乗
ってくれて色々なアドバイスやアイデアを提供してくれ、その患者さんに合った
看護や今後の方針を提供することができています。患者さんの嬉しそうな笑顔を
見るのが自分の元気の『源』です。
次回は、同じ病棟の介護福祉士、黒島さんです。

地域の皆さまが健康に生活できるよう地域健康
講座を開催しております︒リハビリテーション
科牧上医師による﹁知っていますか誤嚥 食べ

子

物や唾で肺炎を行さないために﹂︑介護保険室
ケアマネジャーによる﹁介護保険について﹂︑
城南保健生協による﹁健康体操﹂を行いました︒

公

誤嚥については︑医師への質問も活発で参加さ
れた方からとても好評でした︒今後も様々なテ
ーマで企画していきます︒次回は３月に開催予

込

定です︒皆さまの参加をお待ちしています︒

リ レ ー ト ー ク
堀

１１

後の介護サービスについて︑病
院付近で迷子になってしまい保
護された︑苦情を言いたいなど
多岐にわたる相談がありました︒
﹁どこに相談してよいかわから
ず困っていたがここで相談でき
て安心しました﹂という声も聞
かれています︒
患者サポートセンターは︑相
談窓口の敷居を低くし︑誰もが
安心して相談できる場所づくり
をめざしています︒お気軽にご
相談ください︒

前列５人が患者サポートセンター医療相談室の職員
後列が地域連携室の職員

２病棟 看護師

２０１９年 月より︑患者サポ
ートセンターとして相談窓口を

１６

設置し︑医療・介護についての
相談を総合的に受け付けており
ます︒相談窓口を一本化したこ
とにより︑相談先がわかりやす

１３

くなり︑どなたでも安心して相
談できるようになりましたので︑
お気軽に相談にお越しください︒

相談窓口は玄関を入りすぐ右手
にあります︒受付時間は︑月〜
金︑９時〜 時︑ 時半〜 時

です︒窓口対応している職員は︑
地域連携室の看護師
と研修を受けた事務
で行っています︒相
談内容に応じて︑ソ
ーシャルワーカーや
他の専門の部署につ

なぎ連携しながら対
応することもありま
す︒院内で解決でき

ない相談は︑他の相
談窓口をご案内する
など︑少しでも不安

が改善できるように
できる限りの対応を
致します︒今まで窓

口に来られた方の主
な相談内容は︑ケア
マネジャーより介護

保険の申請や区分
変更についての相

１２

