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　南館１階の外来フロアは木目調の明るい受付窓口とゆったりとした落ち着きのある待合室がございます。
待合のイスにこだわり、前のイスを支えにして立ち上がれるようになっております。また、布拭き可能な
レザー使用ですので清潔感を維持できます。
　その他にも診察室が７室、処置室、問診室、生理・検体検査部門が集約されております。また、地域連
携室が同じフロアにありますので何か手続き等でお困りの際は即相談室をご案内できます。新規にカフェ
帆人(ホット)を設置し、くつろげる空間となっております。
　また、レントゲン、ＣＴ撮影やお薬お渡しの際に、本館へ移動していただくご不便を考慮して「患者サ
ポート係」を配置し、案内等を充実できるように力をいれております。移動の際の介助はもちろんのこと、
外来で困ったとき、迷ったときなどは何なりとご相談ください。親身に対応いたします。

　南館２階には一般病床44床がございます。そのうち６床は集中治療室、14床がプライベート空間を考慮
した完全個室となっております。
　手術等の様子がみられるご説明室、オープンカウンターのサービスステーションが設置されており、患
者さんとスタッフが同じ目線でお話できる空間作りにこだわりました。
　集中治療室は３床から６床に増床しており、さらに各ベッドの配置間隔を広くしております。これは周
術期の心電図モニター、人工呼吸器、シリンジポンプなど多数の医療器材を管理しながら看護をする際の
隣接同士のトラブルを避けるために、また感染予防の目的のためです。

　今回の増改築のメインとなるハイブリッド手術室は南館３階にございます。メインとなるハイブリッド
手術室の他に手術室が２室、全部で３つの手術室がございます。
　ハイブリッド手術室の隣にはアンギオ操作室がございますので、狭心症や弁膜症などの心疾患や血管疾
患への外科的手術はもちろんですが、これまでは、血管造影室で行っていた心臓カテーテル治療はこちら
の手術室で実施いたします。その他、大動脈瘤に対するステントグラフト術や不整脈に対するカテーテル
アブレーション術などの拡大や、眼科手術の開始も視野に入れております。

　お待たせいたしました！ 2016年7月からついに愛心メモリアル病院の南館が運営を開始いたしました。
　今回のぱるすは最新愛心についての精力取材です！

南館のご紹介

ホテルのフロントをイメージした外来フロア

南館病棟と広々として集中治療室

ハイブリッド手術室

　南館完成後、８月より、南館と本館の内部改修工事を開始しております。来春の完成を目指して、
■本館１階フロア　リハビリ室、薬局
■南館３階フロア　透析室の増床　16床から最大40床へ増床予定で工事してまいります。
　引き続き、騒音・振動等でご迷惑をおかけいたしますがご理解ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

今後の予定
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この手すりを支えにすると
立ち上がりやすくなっております

患者サポート係が南館と本館の
移動をサポートいたします

地域医療連携室・相談室
診療時間内、窓口はいつでも開放して
おりますのでお気軽にお声かけください

カフェ帆人（ホット）
コーヒー、軽食を提供しております
待ち時間の合間にどうぞおくつろぎください

ハイブリッド手術室
この大手術室の他に２つの手術室がございます ハイブリッド手術室の隣に併設した

アンギオ操作室です

以前は入口が別だった眼科外来
も同じフロアにございます
総合受付を済ませてから、
眼科ロビーにて診察をお待ち
ください

ゆったりとした雰囲気の外来待合ホール
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救急室・CT室・レントゲン室
血管造影室・薬局・リハビリ室
本館受付

待合ホール・南館受付・カフェ帆人
医事課事務室・外来診察室
検査室・相談室・地域医療連携室

本館病棟・ディルーム
高圧酸素治療室
生理検査室

南館病棟・ディルーム
ＩＣＵ病室

薬剤情報管理室・医師室
総務課事務室・本部事務室
会議室・応接室

手術室・中央材料室
家族控室・透析室・医師室

理事長室
看護部長室

院長室・医師室・看護課長室
医局・事務長室
ミーティングコーナー

学生控え室・資料室

連絡通路

フロアガイド
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　今年7月より、元山正絵先生が眼科医として愛心メモリアル病院に着任されました。
　すでに眼科外来での診察を開始しておりますが、今後は眼科手術の開始を目指して準備を進めております。
　また、愛心メモリアル病院は現在16床の透析ベッドを稼動し、慢性透析の患者さんを受け入れており、今後、
改築によりさらに透析室を拡大し、受け入れベッド数も増やす予定です。
　透析導入の背景は様々ですが、糖尿病が原因や高齢で透析導入となる方が年々増え続け、それに伴い透析を受
けておられる方の眼科疾患も増えています。透析患者さんの多くは週３回３時間～５時間を透析の時間に費やし
ており、非透析日に別疾患のため外来通院するのはとても大変です。
　愛心メモリアル病院では、人工透析内科と眼科を標榜しており、眼科外来は月～土まで実施しておりますので
透析の前後で眼科外来を受診することができます。今後はさらなる透析と眼科治療の連携を目指してまいります。

　9月1日より、不整脈外来を開始いたしました。11月からは、第１・３・５週火曜日の午後で診察しております。
　心臓は基本的には規則正しいリズムで動いており、脈拍も規則正しいものです。
　しかし、何らかの原因で脈拍が速くなったり遅くなったり、リズムが不規則になることがあり、これを不整脈
と言います。動悸や胸の苦しさを感じることがあります。脈拍が早くて息苦しく感じる場合や、逆に脈拍が遅く
てめまいや頭がぼーっとするというような場合は、不整脈が疑われます。気になる症状がある方はぜひ、不整脈
外来にてご相談ください。

透析と眼科治療の連携を目指して

不整脈外来を開始しました

　平成28年7月から愛心メモリアル病院の患者駐車場が有料化となり、この3ヶ月間で様々な投書やご意見
を頂戴いたしました。この場を借りて、駐車料金が有料化に至った経緯や料金体系についてお伝えさせて頂き
ます。
　有料化への経緯といたしまして、以前は舗装
されていない駐車スペースでしたが、管理業者
に委託することにより、ロードヒーティングを
完備した余裕ある駐車スペースを患者さんに提
供できることや、また開院当初から違法駐車が
横行しており、それにより患者さんのための駐
車スペースが無くなってしまうことが度々あっ
たためです。ただ駐車スペースに限りがあるこ
とは以前と同様でございます。
　入院患者さんにおきましては、引き続き入
院の際に車でのご来院をお断りしております。
外来患者さんにおきましては、駐車券は会計時に受付に
ご提示ください。
　料金体系は、右記の一覧表をご覧ください。ご理解と
ご協力のほど、よろしくお願い致します。

愛心メモリアル病院
TEL：011−752−3535　FAX：011−752−1028
〒065−0027　札幌市東区北27条東1丁目1−15

料金一覧表（平成28年9月30日現在）
料金 備考

外来患者さん
（リハビリ患者さん含） 1回200円
健康診断,大血管ドック
お見舞いの方,一般の方 60分300円

手術等により長期間の
付き添いとなるご家族 1回1500円

看護師に相談の上、
付き添い証明書の

交付が必要
※最初の15分は無料

こんにちは。
７月から尊敬する大野先生の下で勤務させていただいております元山正絵です。
よろしくお願いいたします。
現在、愛心メモリアル病院では白内障手術の準備を進めております。
ご興味のある方はどうぞお立ち寄りください。
眼科疾患は、白内障・緑内障のみならず糖尿病網膜症・腎性網膜症・網膜動静脈閉
塞等など、全身疾患に深く関与するものも多いです。
何か、気なることがあればお気軽に受診してください。 元

もと

山
やま

正
まさ

絵
え

 先生
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病院

ご自宅 ご自宅

《通所リハビリテーション》

高齢者住宅、特養など

《ショートステイ》

プラットホーム
《入所》

■施設入所：全室個室　定員80名
■通所リハビリテーション：定員60名
■ショートステイ：ご自宅で生活されている方で介護者がご不在の時やリハビリ目的などによる
　　　　　　　　　短期間の入所（お泊り）
　平成28年4月～9月では63名の退所者の内、半数以上の32名の方が在宅生活に復帰されました。
　当施設での生活を 人生の通過点（プラットホーム）と
思っていただけていれば幸いです。

在

事

安

宅生活への通過点＝プラットホーム

業所のご紹介

心して気持ちよくいきいき暮らせるサポートを

　北区あいの里に位置し、急性期や回復期の病院から在宅生活への通過点（駅のプラットホーム）として、リハ
ビリテーションを通じて高齢の方々がご自宅で生活ができるための支援をすることに重点をおいております。

　訪問看護ステーションと、介護保険居宅支援事業の認定をうけた介護支援ステーションが併設された事業所で
す。主に病状の観察や日常生活の援助、在宅医療機器などの
管理や生活に密着したリハビリテーションなどの訪問看護、
介護の支援をいたします。
　昭和61年愛心メモリアル病院開院以来からの、長年の訪
問看護実績があります。

　訪問看護ステーションしろくまは、住み慣れた地域で安心して生活できるよう
に医師の指示のもと、利用者様のお宅に伺って、個々人に合わせた健康管理のお
手伝いをしています。私たちは『関わる人々が大切にされ、
安心して気持ちよく、いきいきと暮らせる』ことを目指して
おります。
　訪問地域は西区を拠点に中央区、北区、東区です。
　詳しくはご相談ください。

訪問看護ステーションしろくま
TEL：011-623-4

しろくまさん

693　FAX：011-623-4
しろくまに

692
〒063-0801　札幌市西区二十四軒１条4丁目2-35

アリコンビル３階

介護老人保健施設プラットホーム
TEL：011-776-3037　FAX：011-776-3039

〒002-8072　札幌市北区あいの里2条1丁目20-1

訪問看護
介護支援ステーションあいしん

TEL：011-752-3540　FAX：011-748-8771
〒065-0027　札幌市東区北27条東1丁目1-14

加藤ビル３階
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坂上 有紀です

高崎 朱美です

管理者の
森 明恵です

東 裕美です

サービス提供責任者
高島弘和です 能久 美穂です

　札幌に住んでいると、日本の人口が減っていっている感じがあ
まりしません。JRタワー周辺は、平日でも人がいっぱいいます。
　でも、新聞等では、ＪＲ増毛線、夕張線の廃止。それ以外にも
廃止予定の線路が話題になっています。線路の廃止は、人口減の
目に見える予兆なのでしょうか。

来
らい

夢
む

ライン

〒002−8072　札幌市北区あいの里2条1丁目20−1

療養通所介護事業所	 Tel.	011−776−3555ヘルパーステーション	
訪問看護ステーション	 Tel.	011−776−3071
ＦＡＸ共通	 Fax.	011−776−3072

　2030年頃に何があるのか。北海道新幹線が札幌まで伸びて開業する予定の年です。JR札幌駅直結のJRタワー
にある両クリニック。もしかしたら、新幹線で倶知安や函館から通院してくる方がいるかもしれません。そんな
ことを考えながら、2030年を想像してみることにしました。
　というのは、今は、多くの患者様が来院され、待ち時間が長い状態ですが、この状態がいつまでも続くとは限
りません。環境の変化に対応していかないと、閑古鳥が鳴く、さびれたクリニックになるかもしれないからです。

　来夢ラインからは昨年開設した来夢ラインヘルパーステーションをご紹介します！
　ヘルパーステーションは、ホームヘルパーとして在宅の高齢者や障がい者の方々のお宅に伺っています。
笑顔と元気をお届けいたします。

食事・入浴・排泄・衣服の着脱・
移動などの支援や調理・洗濯・
掃除・買い物などの援助・代行を行います

ヘルパーステーション

連絡先：011－776－3555

愛心循環器クリニック
TEL：011-209-5250　FAX：011-209-5432

愛心内科・消化器科クリニック
TEL：011-209-5265　FAX：011-209-5427

〒060-0005　札幌市中央区北5条西2丁目
ＪＲタワーオフィスプラザさっぽろ8階

ヘ

2

ルパーステーションのご案内

030年頃のお話

　新幹線が函館まで開通して、函館周辺が賑わっている新聞記事を目にします。
となると、札幌まで来ると、札幌周辺は今まで以上に賑わうことになるのでしょ
うか。
　どうもそうとは言い切れないようなデータがあります。人口の減少です。日
本医師会の地域医療情報システムの数値を参考にしました。非常におおざっぱにざっくりとした数字で説明しま
す。札幌医療圏は、札幌とその周辺市町村を含みます。2015年は235万人。2030年には225万人で10万人の減少。
まあそんなに大したことがないかなという数字に感じます。が、年齢別でみてみると、75歳以上が20万人増えて、
74歳以下が30万人減少するという非常にいびつな減り方です。高齢者だけが増えて、若者が大幅に減少します。
高齢者だらけの札幌医療圏とまでは言えませんが、かなりそのニュアンスに近づいてくるのではないでしょうか。
　75歳以上の方が必要するのは、医療よりも介護かもしれません。現在は医療のみを提供している両クリニック
にも影響が出るかもしれません。今のところ、患者数の減少等はデータ上ないのですが、今後の推移を注意深く
見ていきたいと思います。

新幹線と人口減少

最後に

スタッフ紹介
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　こんにちは！相談センター「レイル」の若狭です。
　今回はご存知の方も多いかもしれませんが、介護保険の申請からサービス利用までの流れを改めてご案内します。

　相談センター「レイル」は、このような流れで介護保険
サービスと利用者様をつなぐお手伝いをさせて頂いております。
　お困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。
 相談センター「レイル」所長　若狭　敬志

　地下鉄　南北線北34条駅より徒歩3分の場所にあります。内科・
リハビリテーション科を中心とした総合診療を実践する診療所で
す。総合的な視点から、患者さんがよりよい人生を生きるための
全人医療を、現代医療だけでなく、最先端医療、漢方などの伝統
的医療を適切に組み合わせることで実現いたします。
　地域の皆様とのコミュニケーションを大切に、「信頼されるや
さしい地域医療」を目指します。

護申請からサービス利用までの流れ

頼される地域医療を目指して

介

信

①申請 介護認定を受けるためには、各区役所で介護保険の申請が必要です。利用者様の代わりに我々
ケアマネージャー（介護支援専門員）が申請をすることからお手伝いが始まることも多いです。

②認定調査 申請すると認定調査員が利用者様のいる場所、自宅や入院中の場合は病院などに訪問します。

③介護認定 区役所で認定審査が行われ、要支援または八日以後の認定結果がご自宅に届きます。

④サービス利用相談・ケアプラン作成
 介護保険で利用できるサービスを説明し、利用者様が生活の中でどのようなことに困っている

か、どんな生活を実現したいかを一緒に考え、ケアプランを作成します。

⑤サービス導入
 希望されているサービス事業所を選定し、打合わせや契約手続きを行い、サービスを開始して

いきます。

⑥サービス実施状況やケアプランの達成状況の確認
 開始されたサービス実施状況をケアマネージャーは最低毎月１回は家庭訪問し、利用者様のご

要望や生活状況を確認し、一緒に作成したケアプランの達成状況も確認します。サービスに変
更等が必要であれば随時相談していただいて必要な調整を行います。

⑦認定の更新申請や変更申請
 利用者様のご病気やお身体の変化に伴い、介護の必要性が増した場合、認定の変更をお勧めす

ることもあります、大きく変化がない場合でも介護保険認定には期限があるので、更新の申請
が必要となりまた①からの流れが繰り返されます。

相談センター「レイル」
　Tel.	011-788-3302　Fax.	011-776-3039
　〒002-8072　札幌市北区あいの里２条１丁目20-1
　　　　　　　　介護老人保健施設プラットホーム内

愛心総合診療所
Tel.	011−709−5601　Fax.	011−709−5677

札幌市北区北31条西５丁目１−25 愛心総合診療所外観
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　昨年から開催し、ご好評をいただいております愛心館健康セミナーの第５回が先日10月1日、アスティ45ビル
にて開催されました。
　愛心メモリアル病院眼科部長 大野重昭医師から「輝く瞳でお元気に！～ 眼の生活習慣病は怖くない～」と題し
まして、代表的な眼科疾患をご紹介し、生活習慣との密接な関係と予防ケアについて講演いたしました。
　講演後は無料相談会を実施し、参加者の素朴な疑問や不安などにお応えする時間を設けました。
　当日は、予想以上に多くの方にお越しいただき少々会場が手狭になってしまいましたが、「毎日の生活から見直
して眼を大切にしようと思います」「症状がなくても定期的に診てもらおうと思った」
など、参加された方からは高評価をいただきました。

愛心館健康セミナー、第６回は2017年4月頃を予定しております。
近くなりましたらポスター、チラシ等で詳細をご案内いたします。
たくさんの方のお越しをお待ち申し上げます。

編集後記 社会医療法人社団　愛心館
〒065-0027　札幌市東区北27条東1丁目1-15
	 TEL（011）752-3535
	 FAX（011）752-1058
	 E-mail　office＠aishinkan.jp
	 URL　　http://www.aishinkan.jp

発　行／社会医療法人社団　愛心館
発行日／平成28年10月
編　集／愛心館本部

　上記でもご案内した通り、先日愛心館健康セミナーを開催しました。
この試みは昨年から定期的に行っております。愛心メモリアル病院を開業して以来、
急性期の専門病院から、介護老人保健施設や訪問看護に幅を広げ、地域の皆様を総合
的にケアできるよう事業を展開してまいりました。
　この健康セミナーの試みは、入院⇒治療⇒退院⇒療養生活という一連の過程のさら
に前段階である予防医療への第一歩と考えております。
　私たち愛心館は地域に根差した心ある誇り高い豊かなサービスの実現を目指します。

（M・N）

～愛心館健康セミナーについて～

社会医療法人社団愛心館Group
愛心メモリアル病院 〒065−0027 札幌市東区北27条東1丁目1−15

 TEL：011−752−3535
心臓血管外科・循環器内科・外科・人工透析内科・眼科　71床

愛心循環器クリニック 〒060−0005 札幌市中央区北5条西2丁目JRタワー
オフィスプラザさっぽろ8階 TEL：011−209−5250

循環器内科・心臓血管外科

愛心内科・消化器科クリニック 〒060−0005 札幌市中央区北5条西2丁目JRタワー
オフィスプラザさっぽろ8階 TEL：011−209−5265

内科・消化器科

愛心総合診療所 〒001−0031 札幌市北区北31条西5丁目1−25
 TEL：011−709−5601

内科・リハビリテーション科

介護老人保健施設プラットホーム 〒002−8072 札幌市北区あいの里2条1丁目20−1
 TEL：011−776−3037

入所サービス、短期入所療養介護（ショートステイ）（定員80名）・通所リハビリテーション(定員60名）

来夢ライン
訪問看護ステーション
療養通所介護事業所
ヘルパーステーション

〒002−8072 札幌市北区あいの里2条1丁目20−1
 TEL：011−776−3555

訪問看護サービス・療養通所介護サービス・訪問介護サービス

相談センター「レイル」 〒002−8072 札幌市北区あいの里2条1丁目20−1
 TEL：011−788−3302

居宅介護支援サービス

訪問看護　ステーションあいしん介護支援
〒065−0027 札幌市東区北27条東1丁目1−14
 TEL：011−752−3540

訪問看護サービス・居宅介護支援サービス

訪問看護ステーションしろくま 〒063−0801 札幌市西区二十四軒1条4丁目2−35
 TEL：011−623−4693

訪問看護サービス


