巻頭言
今年も、2016 年度埼玉西協同病院の年報を刊行することとなりました。
2014年度の地域包括ケア病床への移行もほぼ順調に推移し２年が経ちました。
地域包括ケア病床への他施設からの紹介も倍化し、在宅復帰率も80％以上を維持してい
ます。
日当点の減少はありますが病床利用が向上し、効率的な病床管理が行えるようになって
きています。
一方で在宅復帰が困難なため長期入院となる事例も散見され、退院支援が今後の重要課
題となっています。
地域包括ケアを見据え、埼玉県が増床公募しました。2016年3月、当院も空床がない状
態が増えてきたため、埼玉県に増床を申請し49床の増床許可をいただくことができました。
２年後のオープンに向け「埼玉西協同病院増床事業計画」を策定し進めています。高齢化
社会に見合った医療の中身に転換が求められる西協同病院の新たな挑戦になると思います。
今後も眼科の白内障手術をはじめ、外科、整形外科、皮膚科外来の展開を続け、将来的
には歯科展開も検討していきます。
埼玉西協同病院の患者層も変化し、地域のなかで求められる埼玉西協同病院の姿は明ら
かに在宅支援、急性期病院の後方病院へと変貌してきています。
医療生協運動の一環としてこれまでは自院所ですべてを完結し、同時に地域の健康づく
りを進める活動を行ってきましたが、地域の中で医療生協ですべてを完結することは難し
く、病院間の連携を強化し、私たちの進むべき方向を再検討する時期になってきています。
改めて医療生協らしい活動、地域の健康づくり、健康作りを目指したいと思います。
2017年度は、昨年オープンした介護付有料老人ホームに続き、病院隣地の老人保健施設
さんとめ併設のグループホーム、小規模多機能型居宅介護がオープンします。また、2年
後の埼玉西協同病院増床も控えています。こうした医療生協さいたまの新しい事業を成功
させるためには、まだまだ私たち職員と組合員の結集が必要です。ぜひ新年度も頑張って
いきたいと思います。
医療活動に目を向ければ2018年は大きな診療報酬の改定が行われます。国が進める地域
包括ケアの新しい診療報酬体系づくりはすでに始まってはいますが、まだまだ実質的な動
きには至っていません。今後内容をさらに充実させPDCAサイクルを上手に回し、地域の中
でなくてはならない存在として、より一層連携の輪を広げられればと考えます。
最後にアメリカ合衆国の指導者の変更に伴う日本の将来像に大きな変化があるかもしれ
ません。さらには憲法改正の動きにも私たちは注目しなくてはなりません。戦争に向かい
かねない今の動きに注視し、医療生協の運動の一環として職員、組合員がともに活動する
ことが必要です。
2016年の埼玉西協同病院の姿を総括するとともに、この年報が地域の医療福祉関連機関
の目に触れ、連携の手助けになればと期待しております。

埼玉西協同病院
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院長

吉野

肇

基本理念

一人ひとりが大切にされる医療から
すこやかなまちづくりへ
基本方針
1）共感と共生のもとで安全・安心の医療・介護を実現します。
2）「医療生協の患者の権利章典」を実践します。
3）医療生協の健診・健康づくりを推進します。
4）ディーセントワーク（働きがいのある人間らしい仕事（厚労省訳））を実現します。
5）育ちあいのもとで、すこやかに暮らせるまちづくりをすすめます。
6）ひとりひとりの個性が発揮され、生きがいのある共同の社会づくりに貢献します。

7）地球環境を守り、平和共存（核兵器廃絶、軍備の廃止）を推進します。

2004.12 制定
2011.4.1 改訂
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埼玉西協同病院の概要と沿革
＜埼玉西協同病院概要＞
□ 医療機関名称

医療生協さいたま生活協同組合

□ 所

地

郵便番号３５９－０００２

在

埼玉西協同病院

埼玉県所沢市中富１８６５

□ 設

立

主

体

医療生協さいたま生活協同組合

□ 診

療

科

目

内科 、外科、皮膚科、眼科、整形外科、訪問診療、往診
各種健診・人間ドック・特定健診、特定保健指導

□ 病

床

数

５０床（一般急性期病床２６床：地域包括ケア病床２４床）

□ 施

設

基

準

一般病棟入院基本Ⅰ群（入院基本料２）、１０：１看護基準

□ 建

物

概

要

延べ床面積３４８５．６４㎡

□ 設備・医療機器

地上３階

鉄筋コンクリート造

マルチスライス CT、X 線テレビ撮影装置、経鼻内視鏡、大腸内視
鏡、超音波診断装置、骨密度測定装置

□ 施

設

認

定

日本プライマリケア学会研修施設群、
日本医療機能評価機構

病院機能評価認定

機能種別評価項目３r

dG:Ver.1.1
ＩＳＯ9001・14001認定
□ 指定医療機関

保険医療機関、救急告示病院、労災保険指定医療機関、生活保護法
指定医療機関、結核予防法指定医療機関、身体障害者福祉法指定
医、原子爆弾被害者の医療に関する法律に基づく医療

＜埼玉西協同病院沿革＞
□

埼玉西協同病院の前身「富岡診療所」は、１９５１年、当時無医村であった富岡村で、

自分の子どもや親兄弟を医者にもかけられず、亡くした人々の思いと農民組合の運動、大
井町に端を発した民主的医療運動とが結びついて生まれました。
□

１９８４年には、所沢市中新井で埼玉西協同病院として生まれ変わり医療生協の埼玉

県西部地域の拠点病院として地域のみなさんと手を携えてこの地域の医療に取り組んでき
ました。１９９２年には県内６医療生協が合併し医療生協さいたまが誕生。埼玉協同病院
をセンター病院とし、全県のネットワークを築く西部地域の拠点病院としての役割を担っ
ています。
□

２００１年５月には、所沢市中富に移転・新築、新たに眼科を診療科目に加え、リニ

ューアルしました。２０１０年に介護保険事業の短時間通所リハビリを開始。２０１４年
６月から地域包括ケア病床を設置しました。
□

医療生協さいたまの県西部地域の拠点病院として、隣接する老人保健施設さんとめを

はじめ、所沢診療所、有料老人ホーム桂の樹、大井協同診療所、あさか虹の歯科、ふじみ
野ケアセンター、ケアセンターとこしん、ケアセンターはんのう、ケアセンターたかしな
などと医療、介護、福祉のネットワークを組んで、在宅療養生活を支えています。
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２００２年

ＩＳＯ１４００１：１９９６認証取得

２００３年

ＩＳＯ

９００１：２０００認証取得

２００３年

９月

救急告示を受ける。

２００４年

６月

理学療法（Ⅱ）施設基準取得

２００４年

９月

マルチスライスCT を導入

２００５年１０月

亜急性期入院管理料届け出（１室４床、０６年３月２室８床）

２００５年１２月

電子カルテ導入（MIRAIS）

２００６年

４月

一般病棟看護体制１０：１・禁煙外来開始

２００６年

９月

病院機能評価認定

２００８年

４月

特定健診、特定保健指導開始

２００８年

５月

経鼻内視鏡開始

２００９年

５月

亜急性期入院管理料病床８床から４床へ一般急性期病床４床増床

２０１０年

４月

無料定額診療事業開始

２０１０年

６月

通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ『絆』開設

２０１０年

８月

所沢市２次救急輪番に参画

２０１０年

９月

健康づくり外来開設・糖尿病外来リニューアル

２０１１年

４月

睡眠時無呼吸症候群

２０１１年

５月

病院機能評価認定（Ver.6.0）

―

終夜方ＰＳＧ検査開始

２０１１年１１月

埼玉西協同病院６０周年記念式典

２０１２年

５月

ＣＴ機器更新（８４列）

２０１２年

８月

電子カルテ更新（うりずんプラス）

２０１４年

６月

地域包括ケア入院医療管理料１（６室１６床）

２０１５年

４月

地域包括ケア入院医療管理料１（８室２４床）

２０１６年

３月

埼玉県より４９章増床許可（２０１８年３月着工）

２０１６年１１月

病院機能評価認定（３rdG：Ver１.１）
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施設基準
呼吸器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料（Ⅰ）
◆基本診療料の施設基準

輸血管理料Ⅱ

一般病棟入院基本料（10：1）

輸血適正使用加算

救急医療管理加算

外来リハビリテーション診療料

診療録管理体制加算 1
医師事務作業補助体制加算１（25：１）
急性期看護補助体制加算１（25：１）
療養環境加算
重症者等療養環境特別加算
医療安全対策加算 2
感染防止対策加算 2
退院支援加算
認知症ケア加算 2
総合評価加算
後発医薬品使用体制加算
病棟薬剤業務実施加算
地域包括ケア入院医療管理料１
データー提出加算 2（200 床未満の場合）
◆ 特掲診療料の施設基準
喘息治療管理料
がん性疼痛緩和指導管理料 1、2
ニコチン依存症管理料
がん治療連携指導料
糖尿病透析予防指導管理料
薬剤管理指導料
在宅療養支援病院（２）
在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時等
医学総合管理料
在宅がん医療総合診療料
検体検査管理加算（Ⅰ）
時間内歩行試験
ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影
大腸ＣＴ撮影加算
無菌製剤処理料
脳血管疾患等ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料（Ⅲ）
運動器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料（Ⅱ）
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埼玉西協同病院 組織図
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２０１６年

内部コミュニケーション一覧

委員会名称

役
割
構成
運営
１．事業所目標推進及び課題に関する討議・
意思決定
２．法人・地域の解決課題、方針の方向性の討議
病院長、事務長、副院長、
管理会議
週１回
及び自事業所・地域としての意思決定
事務次長、総看護長
３．安全・感染対策に係わる取り組みの評価、
ひやり事故報告分析、人員体制、
労務管理等の指示決定
１．事業所目標の推進及び課題の対策討議
２．各部門の活動交流
部門責任者会議
院所管理者、主任、副主任
月２回
３．管理会議の決定事項の推進
４．各委員会・部会の報告を受け、
決定事項推進
１．看護部門の目標推進及び問題解決
２．事業所課題の討議及び改善策の具体化
３．管理会議の決定事項の推進
看護職責者会議
看護役職者・総看護長
月１回
４．院内安全・感染防止対策委員会の報告を受け
是正事項の討議と意思決定
５．体制維持のための手立ての検討、
資格取得促進、専門力量向上の課題推進
１．技術部各部門目標の推進及び問題解決
２．事業所課題の討議及び改善策の具体化
３．管理会議の決定事項の推進
技術部責会議
技術部門責任者・事務次長
月１回
４．院内安全・感染防止対策委員会の報告を
受け是正事項の討議と意思決定
５．体制維持のための手立ての検討、
資格取得促進、専門力量向上の課題推進
１．事業所の医師の責任における診療全般の
課題討議と意思決定
２．医師の責任における診療手順変更及び承認
病院長、副院長、病棟医長、
３．事業所部門責任者会議、薬事委員会の
医局会議
事務長、総看護長、事務次
週１回
報告を受け決定事項の推進
長、医局事務
４．院内安全・感染防止対策委員会の報告を
受け是正事項の討議と意思決定
５．医師研修委員会を兼ねる
１．勤務医・看護職員の負担軽減について
勤務医・看護職員負担
部門責任者
課題討議と方向性の検討
院所管理者、主任、副主任
軽減会議
会議
２．計画の進捗状況の確認、新たな課題の
整理・推進
1．マネジメントシステムに関わる課題遂行の
ための計画作成と実施管理
２．事業所全体に関わる手順書の起案
MS管理責任者、ISO内部監 月１回及び
３．事業所全体に関わる手順書の管理
MS事務局会議
査責任者、事務部門・技術部 必要に応じて
４．マネジメントシステムが事業所の職員に
臨時開催
門・看護部門より選出する
理解され、実行され、維持されるための
計画作成と実施
５．部門責任者とともに、トップマネジメントが
主宰するマネジメントレビューの運営を行う
１．事故報告書・ひやりはっと報告書の
是正・予防処置の実施状況の確認
院長・事務長・医療安全責任
２．事故報告・ひやりはっと報告をまとめ
者（総看護長）、医薬品安全
本部に報告する
管理者（薬剤師）、医療機器
３．患者安全管理に関する手順書の整備、
医療安全委員会
月１回
管理者（放射線科主任）、病
変更を行い、職員に実施の徹底をする
４．患者安全管理の職員教育を定期的に実施する 棟看護長・外来看護長または
主任、
５．リスクマネージャー会議より報告された
医事課・検査科・リハビリ科
予防処置の有効性を確認する

医療感染対策委員会

１．院内の感染状況の収集・分析、
感染予防処置の実施
２．院内感染防止に関する手順書の
整備・変更を行い、職員に徹底する
３．感染防止の職員教育の定期的開催
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院長・ICD医師・総看護長・
病棟看護師・外来看護師・
検査科副主任（臨床検査技師）・
薬剤科主任、医事課主任・
必要時全部門責任者

委員会名称

役
割
週１回院内ラウンド、特殊抗生剤使用届け管理、
サーベイランス、アウトブレイク対応、
ICT感染対策チーム
地域感染カンファレンス参加
※医療感染対策委員会所属
１．院内の褥瘡発生把握と分析
２．褥瘡予防対策についての知識の普及、
褥瘡対策チーム
情報発信、対策実施状況の監視及び指導
３．褥瘡ラウンドの実施、薬剤、マット、
クッションなどの対策評価
１．外来診療活動（在宅医療活動含む）に関わる
活動事項の調整
２．外来診療活動の水準を引き上げるための
外来クオリティ委員会
課題の検討、手順の整備
３．予算の円滑な遂行、必要な施策の具体化
４．医療活動委員会を兼ねる
５．各種チーム代表者会議の招集
１．病棟診療活動に関わる活動上の事項調整
病棟クオリティ委員会 ２．病棟診療活動水準を引き上げるための
課題の検討、手順の整備
３．予算の円滑な遂行、必要な施策の具体化
１．健診に関わる活動上の事項の調整
２．健診活動の水準を引き上げつための課題を
検討し手順を整備する
ヘルスプロモーション部会 ３．予算の円滑な遂行をはかるための施策を
具体化し執行する
４．地域組合員の医療生協活動と協力できる
施策の実施
１．増資、仲間増やし、班会開催を主とし職場、
地域の活動を組合員と協力してすすめる
２．１の課題目標達成のために施策を具体化し
推進する
３．地域組合員との活動を通して医療生協
職員としての成長を支援する
社保・組織委員会
４．社会保障・平和の活動への職員の
自主的参加の推進。施策の具体化
５．社会保障・平和の活動に関する職員の
学習活動の推進
６．社会保障・平和活動を保証する
カンパ活動の推進
１．当院の医療倫理の課題の把握、対策の検討
２．倫理教育活動の促進・集約
３．法人・県連の教育活動方針を受け、
倫理・教育委員会
職員の教育活動の具体化
４．職員の自己啓発、OJTの推進
５．診療活動の向上に必要な職員教育の企画、
実施状況の把握
１．患者給食の治療食の効果検証と開発
２．給食メニューの改善
栄養管理委員会
３．給食業務の職種間連携の改善
※病棟診療システム委員会所属
１．埼玉西協同病院の臨床検査の精度管理、
運営上の適正化を図る
臨床検査委員会
２．県連の臨床検査委員会と連携し、
検査機器や検査試薬の購入の検討を行う

事業所利用委員会・
広報委員会

１．職員と組合員との協同で「患者の権利章典」
にもとづく利用しやすい病院づくりの
活動をすすめる
２．虹の箱に寄せられた声を病院活動の改善に
反映させるために、その検討と提案
３．以下の手段を通じて、埼玉西協同病院の
機能・サービスについて患者・組合員・
地域に情報提供する
①病院広報誌西協だより発行（毎月発行）
②ホームページの作成・更新
（毎月１回更新、必要時随時）
③病院パンフレット作成・更新（随時）
④広報に関する情報の検討、一元的管理
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構成

運営

ICD,
病棟看護師、外来看護師、
臨床検査技師、薬剤師

月１回、必要
に応じて開催

医師・病棟看護師・
月1回
管理栄養士・薬剤師・
ラウンド：隔週
理学療法士又は作業療法士
・管理部
医師・看護師・放射線科・
検査科・薬剤科・医事課・
本部医師部西部担当・
管理部

月１回

医師・看護師・放射線科・
検査科・薬剤科・リハビリ科・
医事課・診療情報管理課・
地域連携課・管理部

月１回

医師・看護師・検査科・
放射線科・医事課・
地域連携課・食養科・管理部

月１回

事務部門・看護部門・技術部
門より選出・管理

月１回

医師・看護部門・技術部・
MSW・管理

月１回

医局・病棟・食養

月１回

外来クオリティ委員会
構成メンバー

月１回

職員代表、
組合員代表、
管理部

月１回

委員会名称
輸血療法委員会

薬事委員会

化学療法・緩和チーム

糖尿病チーム

転倒・転落チーム

役
割
血液製剤・血漿分画製剤の使用管理について
検討を行い、安全に使用できる提案を行う
１．薬物療法の基本的な方針の討議を
全職種の問題として進める
・根拠に基づく治療と安全に使用するための
使用指針づくりを薬剤師、医師、看護師と
協同して行う
・医薬品を評価する力量向上に努め、
速やかな仕様検討と新薬評価を進める
２．患者と経営を守る仕組みをつくる
・安価で良質な薬剤の採用と使用を地域と
ともに推進し、経済的に医療機関に
かかりやすい状況を整える
・薬剤の使用に関して、院所経営を守る
という視点を併せ持ち、提言する
１．抗がん剤治療による患者・医療者双方の
安全確保
２．化学療法の知識を率先して学び、
関係職員へ教育活動を行う
糖尿病治療（外来・入院）の療養指導、
教育内容について学習し治療内容の向上、改善
１．院内での転倒転落事故発生状況の把握と
分析を行う
２．転倒転落事故予防対策についての知識普及、
情報発信
３．身体抑制について検討する
定期的な消防訓練の計画と実施

防災・消防委員会

労働・安全委員会

医療ガス委員会

診療情報管理委員会

適切なコーディング委員会

職員の労働環境の整備
（健康づくり、労働時間の短縮、安全管理）
院内で使用している医療ガスの安全点検、
安全対策の実施業者との契約内容の点検
１．診療情報の管理と活用
２．診療情報統計・臨床評価・効率評価等の
作成を行い、医療の質に関わる検討・改善
３．電子カルテの運用と改善
適切なコーディングを行い、医療の質の向上に
役立てる
※診療情報管理委員会併設、同日開催
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構成

運営

医局・病棟・
検査科・薬剤科・
管理部

２ヶ月１回

医局・薬剤科・
看護師・管理部

月１回

医局・薬剤科・
病棟・管理部

月１回

医局・看護師・食養科・
リハビリ科・薬剤科・
医事科・管理部

月１回及び必
要に応じて

医師・病棟看護師・
リハビリ科・管理部

月１回及び
必要に応じ
臨時開催

防火管理者、院長、
事務長、部門責任者

年２回

労働組合代表・
管理部代表（各同数）、
産業医・衛生管理者

月１回

医師・看護師・
薬剤師・事務・
有資格者

年１回

医師・事務部門・
薬剤師・看護部門より
選出・管理

月１回

医師・薬剤科・医事課・
診療情報管理課・看護師・
管理部

年２回以上

2016年 病院目標
テーマ

在宅支援病院として、2つの病床機能と法人内連携の強みをフルに活かして在宅生活を支えます。
戦略目標

（

強
い
医
療
生
協
F
を
つ
く
る
視
点
）

在宅療養支援病院の機能
を高め利用者を増やし、増
床を実現出来る条件をつく
る

重要成功要因

評価指標

目標値

事業収益の拡大

事業収益前年比率

100%

労働生産性の向上

付加価値額

65万以上

組織課題の総達成

加入、増資、実人数

加入780 増資1600
実人数785

救急車受け入れ数の増加

救急車搬入数

330台/年

紹介入院の増加

予定入院率

60%

糖尿病透析予防指導管理料算定数

20件以上/年

認定時教育実施数

200件/年

訪問診療数

70件/月

在宅カルテの共有患者数

30人/年

認知症予防運動プログラム開発・普及数

7支部

フードドライブか子供食堂の開始

1ヶ所以上

地域包括ケア病床の共有パス導入率

70%

長期入院患者数（60日以上）

1件以内/月

退院後訪問数（職種問わず）

50件/年

多剤投与削減加算

60件/年

認知症ケア加算

200件以上/年

目標設定加算（リハ）

２0件/年

社会参加加算（通所リハ）

5件/年

記録記載率
ＱＩ交流会実施

90％以上

地域支援事業参入の準備

生活支援コーデイネーター3層か協議会参加

参加する

全職員の育成計画づくり（３年間）

加算要件・外部研修・資格取得の計画書作
成

常勤職員80％以上

疾患学習会を継続的に行う

疾患学習会開催数（全体）

毎月１回

健康や暮らしの相談ができる外来
（

顧
客
Ｃの
視
点
）

急性期医療の充実と、介護
予防や健康づくりに役立つ
情報提供を行い、組合員の
いのちとくらしを支える

訪問診療数の増加

ＨＰＨの地域での具体化

入退院の仕組みを見直し、退院支
援の強化で長期入院をなくす

（

確
か
な
仕
事
Pづ
く
り
の
視
点
）
（

育
ち
あ
Ｅい
の
視
点

地域連携の強化と、専門性
の高いチーム医療で、在宅
復帰を可能にするしくみをつ
くる
専門性の発揮によるアウトカムの改
善、記録の充実、ＱＩ指標の改善

）

コミニュケーション力の向上
と、学び合う風土の中で、一
人一人が輝ける職場をつく
る
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2016 年
1.

活動報告

医療活動

①埼玉県の地域医療計画が見直され、病床が公募されました。
西部医療圏では、不足している回復期病床を中心に公募が行われ、当院は、法人中期事業
計画に沿って、在宅療養支援病院の機能拡大を目的に、増床申請を行いました。その結果、
49 床の増床が認められ、99 床（一般病棟 50 床、地域包括ケア病棟 49 床）の病院となりま
す。現病院の隣地に新病棟を増築し、2019 年春のオープンの予定です。
②当院は2016年7月に日本医療機能評価機構「病院機能評価」を受審し、3度目となる継続
認定を受けました。受審結果では、地域への情報発信、地域活動、診療記録、ターミナル
ステージ対応、などでＳ評価を4ついただき、高評価で終えることができました。受審によ
って自院の客観的評価を確認することができましたので、今後も継続して、医療サービス
の向上と患者サービスの改善に努めて参ります。
③眼科の白内障短期滞在手術を再開しました。
眼科医の退職により、5 月から週 1 回の眼科外来となり手術ができなくなりましたが、11
月に医師体制が整い、月曜日から木曜日まで 4 日間の外来と、白内障の手術を再開するこ
とができました。外来眼科患者数も増加しています。
④地域包括ケア病棟では、退院支援パスを導入し、患者や家族と方針を共有しながら、早
期に安心して自宅に帰れるような支援を行っています。また、在宅復帰率は 88％、入院の
紹介数も 408 件に増加しています。
⑤当院の救急車要請数と受入数が年々減少している事を改善するために、11 月 30 日に、初
めての救急隊との懇談会を行いました。埼玉西部消防局から 6 名の消防指令・救命救急士
に来ていただき、院長、副院長、病棟医長はじめ 20 名の職員と、地域の救急搬入の現状共
有と受け入れ拡大に向けた懇談を行いました。中富地域では、内科救急が少なく、断られ
ると三芳町・富士見市・狭山市に搬送することになるとの実情を聞き、埼玉県救急医療情
報ＣＳの有効活用や職員間の情報共有を密にして受入数増加に貢献していきたいと感じま
した。
⑥10 月に、病院・診療所と調剤薬局の連携推進を目的に、初めての薬薬懇談会を行いまし
た。病院診・療所薬剤師 3 名、調剤薬局 4 か所から 4 名の薬剤師が参加し、処方内容や患
者さんとのやり取りのなかからの気づきについて交流しました。調剤薬局では、お薬手帳
の確認を徹底し、重複投薬の防止や、残薬確認に力を入れ、必要な方には訪問も行ってい
るとのことでした。今後も懇談会を継続し連携を深めていくことになりました。
⑦11 月に生活保護実態調査を行いました。20 名の生活保護受給の患者様に生活の実感や悩
み等をお聞きしました。「お金がかかるので近所づきあいをやめた」「生活はぎりぎりで服
を何年も買っていない」「保護費が減らされたため一日２食にした。」など大変な状況をう
かがうことが出来ました。法人として埼玉県の生活保護実態調査のまとめとして、記者会
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見を行いました。
⑧医療・検査・薬剤・保険診療など知識を身につけ、医師の負担軽減と良的な医療を提供
する事務の育成を目的に、医師事務補助者養成研修会の 15 回の連続講座を開催し、10 人を
医師事務補助者として新たに認定しました。書類の作成、診療補助など行い活躍していま
す。
2.

地域へのヘルスプロモーション活動

①毎年恒例の、高校生医師・看護師一日体験を行いました。医師希望の高校生は、「往診
に同行し、医師の説明や家族からの信頼を目の当たりにして、更に医師になる思いを強め
た。」との感想がありました。
②計算ドリルやラダー体操を行う外来での脳トレ広場には、毎回 20 名を超える多くの方に
参加していただいています。当院は埼玉県から認知症サポート企業として認定を受けてい
るため、埼玉県のホームページでは、この脳トレ広場を認知症サポーターの活躍場として
紹介しています。
③ボランティア学校を開校し 7 名の方が参加しました。受講後は全員がボランティア登録
をしています。また今年度は、多様なボランティアが誕生し、活動が広がりました。
ハンドマッサージを行うふれあいボランティア講座に１５人、認知症サポター養成講座に
２０人の参加がありました。生活支援を行う、くらしサポーターは 112 名となりました。
④1 月の健康づくり集会は、保健師による「温活」、栄養士による「家庭でできる高齢者の
栄養管理」の講演があり、地域から 100 名の参加がありました。
⑤地域公開講座として地域包括支援センター主催の学習会講師や、認知症をテーマとする
院長講演を 2 回行いました。90 名を超える住民の参加がありました。
「認知症にどう対応し
たら良いか知りたい、自分が不安なので学んでおきたい。」という要望が寄せられました。
⑥11 月には、中富小学校の 2 年生 56 名が病院探検にやってきました。手の洗い方や聴診器
で胸の音を聴く、ﾘﾊﾋﾞﾘ訓練など様々な体験をして子供たちに大変喜ばれました。このなか
から将来医師や看護師などをめざす子供たちが誕生することを願っています。
3.

まとめ

2017 年 5 月から、病院隣地に法人初となる認知症グループホームと小規模多機能型居宅介
護事業がスタートします。また当院も 2 年後に増床し、在宅療養支援病院としての機能を
拡大します。
今後も、医療と介護の一体的な運営を進めつつ、地域の医療機関、介護施設、地域住民と
一層連携を強め、所沢市での地域包括ケアの構築に尽力するつもりです。どうぞよろしく
お願いいたします。
事務長
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小暮里美

