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　病院では、各専門職がそれぞれの資格を活かして治療に必要な検査やケアを行っています。近年は、
それぞれの国家資格にプラスαした資格を有することで、より良質な医療を展開できるようになって
きました。当院でも、急性期病院としてまた、循環器病院としても活用すべく資格を有している職員
が多数在籍しています。
　今回はその知られざるプラスαの資格ついてご紹介します。

　足や足の爪は、身体を支えるという大切な役割をもっていま
す。そのため足や足の爪に異常があると自分で歩く力が弱くな
り、転倒のリスクが高まります。糖尿病患者さんの中には、足
にえぐれたような傷が出来たり、足が黒く変色して悪臭がした
りする糖尿病足病変という足の病気にかかる人も増えています。
　当院ではこのような足病変の予防と治療、歩行能力を落とさ
ないで自立した生活をおくれるように「フットケア」を行って
います。
　フットケアとは、看護師が患者さんに足の清潔や健康の改善
保持のためのケアの方法を指導したり、患者さんが自分でケア
できないときのお手伝いをすることです。
　当院では専門的な講習を終了した看護師が４人在籍していま
す。

　普段、臨床検査技師が行っている超音波検査（エコー）は、
人に聞こえない高い周波数の音波を使って、手術やレントゲン
を行わなくても身体の中の状態を調べることができる検査です。
当院では心臓や血管の様子をエコー検査で調べています。
　超音波検査士はエコーの経験を積み医師の推薦を受け、さら
に試験に合格した人が認定される資格です。エコーの結果をみ
て症状を判断する能力、病気の知識だけではなくエコー画像を
正確に読む力、超音波についての正しい知識を持っています。
　当院には循環器領域の超音波検査士が在籍しています。

よより良質な医療を提供するために ～こんな資格を持ってます～より良質な医療を提供するために ～こんな資格を持ってます～

足の指先の状態を確認したりマッサ
ージをほどこしたりしています。

心臓にエコーを行い、動きや大きさ、
形を見ています。

フットケア

超音波検査士
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　日本のX線CT装置の保有台数は現在世界第一位です。しか
し、CTの検査方法は施設によってばらつきがあり統一されて
いるとはいえない状況です。さらにX線CT装置は日々、進化
しており撮影の困難だった部分の検査が可能になりました。そ
のため、診療放射線技師には、より高度な技術や知識が必要と
されてきております。
　これらのことから、医療現場でのX線CTの操作方法を統一
し、撮影した画像から正確な情報を読み取り、提供することが
できる診療放射線技師を育成すべく、X線CT認定技師という資
格が設けられました。
　当院には現在１名のX線CT認定技師が在籍しております。

　今回ご紹介した資格はほんの一部です。職員の持っ
ている資格については受付横の廊下に掲示しています
ので、是非ご覧になってみてください。

　以前より当院の予約に関するお問い合わせをいただいておりますので、この場をお借りしご案内させ
ていただきます。
　当院の予約時間は診察開始時間ではなく、「看護師が患者さんをお呼びするお時間」になります。
　患者さんの検査内容や検査結果が出る時間によって、診察開始時間をお約束できなく、また来院して
いただいてから検査を組む場合もあるため、このような方法をとらせていただいております。
　予約されている方は、来院されたら速やかに必要な検査にご案内できるよう事前に準備しております。
検査結果が揃い次第、優先して診察にご案内しております。
　分かりにくい仕組みで申し訳ありませんが、何卒ご理解いただきたいと存じます。
　貴重な投書ありがとうございました。

　予約時間と診察時間が違います。（平成25年11月１日投函）

予約は前日の午前中まで。外来受付時間内に外来窓口、もしくは電話にて対応いたします。

愛心メモリアル病院
Tel. 011－752－3535　Fax. 011－752－1058
〒065－0027　札幌市東区北27条東1丁目1－15
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心臓CTの結果を、画像処理解析し
ています。

X線CT認定技師
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　皆さん、こんにちは。ＪＲタワー内にある愛心循環器クリニックと愛心内科・
消化器科クリニックです。今回は、内科・消化器科クリニックのちょっとした
宣伝をさせてもらいます。
　実は、今年２月より、大腸カプセル内視鏡を開始しました。病院で導入して
いるところはありましたが、クリニックで導入するのは、北海道では当院が一
番ということです。（ちょっと自慢です！）
　大腸カプセル内視鏡とは、カメラを内蔵したカプセルを口から飲み込んで行
う大腸の検査です。それでは、その内容について、ご説明します。

誰でも検査できるのですか？

　保険適応には、条件があります。どんな条件かといいますと
１、大腸カメラをしたが、お腹の癒着等で大腸の最後まで検査できなかった人
２、お腹の手術をして癒着がある人や医師が診断して大腸カメラが難しいと思われる人
　最終的には、医師が判断しますが、お腹に問題がない人は、保険適応外となる可能性が高いです。

飲むだけでいいとききましたが…

　テレビ等の報道を見た方から、そのような表現が出てきますが、一言でいうと「そんな簡単な検査
ではありません」
　カプセルを飲む前に、カプセルからの電波を受信するアンテナを数か所ほどお腹に貼り、その電波
を記録する装置を腰につけてもらいます。その後、歩いてもらったり、追加のお薬を飲んでもらった
り、お腹のレントゲン写真を撮ったりといろいろあります。
　検査時間は、９時から17時までの予定です。途中でカプセルが排出されたら終了ですが、１日が
かりの検査と思っていただければ、間違いないです。
　また、残念ながら、検査時間中にカプセルが排出されないケースがあります。その場合の対応方法
は医師からご説明します。

料金はどれぐらいかかりますか？

　検査だけで、３割負担の人で約３万円、１割の方で約１万円です。それ以外に、診察料やレントゲ
ン撮影料等がかかります。
　検査結果の説明は、画像の解析に時間を要しますので、通常１～２週間後に行います。

最後に

　今年の１月から保険適応となった、まだまだ始
まったばかりの検査です。何か不明点等がありま
したら、お気軽にお問合せ下さい。

スタートしました！！ 大腸カプセル内視鏡タートしました！！ 大腸カプセル内視鏡

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

実物大
(31.5㎜×11.6㎜ )
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プラットホーム通信ラットホーム通信

プラットホームのアクティビティ
　プラットホームでは利用者様が楽しく過ごして頂けるように多彩なアクティビティを実施しており
ます。

　利用者様はハイレベルな方が多く講師の方も必死です。
　素敵な作品がたくさんありますのでご紹介いたします♪

認知症あれこれ（その７）
　今回は、事例をご紹介します。

　全てが上手くいくわけではありませんが、認知症の方の行動には必ず背景
や理由があるという事を考え、その方が安心して穏やかに過ごせるように支
援していく事が大切です。
 介護福祉士・認知症ケア専門士　岡村　裕子

各教室

籐工芸教室
陶芸教室
書道教室
木工教室
絵手紙教室
エコクラフト教室
トールペイント教室
ステンシル教室
アロマテラピー
フラワーアレンジメント

・入所時　　：78歳　男性　要介護２　アルツハイマー型認知症　既往歴：高血圧・糖尿病
・生活歴　　：定年まで自動車部品の製造会社で営業をしており、定年後は12年間ビルのガードマンをしていた。
・入所の経緯：３年前から徐々に物忘れが多くなる。

更に１年前から夕方になると家から出ようとして家族に止められ混乱するようになり、家族では対
応が難しくなった為施設入所となる。

・施設入所後：１週間は落ち着かず夕方になると部屋から出てフロア内を歩き回る事が続く。
同じ時間に落ち着かなくなる事に理由があると考え、ガードマンをしていたという事で、ボイラー室・
洗濯室など施設内10箇所の点検表を作成し、毎日の日課として夕方５時から見回りをしていただく
ことにした。
すると、ご本人はとても活き活きとし毎日張り切って見回りしていただけるようになり、その後は
夕方に落ち着かなくなる事はなくなりました。

利用者様　作品集

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

～書道～～書道～ ～陶芸～～陶芸～ ～フラワーアレンジメント～～フラワーアレンジメント～

～籐工芸etc ～～籐工芸etc ～ ～絵手紙・木工etc ～～絵手紙・木工etc ～

～エコクラフト～～エコクラフト～
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　平成26年３月１日現在、当訪問・通所事業の利用者のうち、褥瘡のケアをしている人は、71人中

８人。寝たきり状態による褥瘡発生の危険の高い人は12人で、全体の約３割の人が、なんらかの褥

瘡問題をかかえています。

　まさに、褥瘡ケアは、訪問看護師にとって、身近で、大変重要な看護の一つです。

　私達は、マニュアルを作成し、寝たきり度の高い人には、褥瘡予防という視点をもち、危険性を評

価し、環境の工夫、姿勢、マットレスの選定など、看護の問題として積極的に取り組むようにし、発

生と予防の両面からのアプローチをしています。（図１）

　平成24年度診療報酬改定により、褥瘡ケアにおいて、ＷＯＣ（皮膚排泄認定看護師）が在宅に訪

問できるようになり、より専門的な知識をもつ看護師がその知識・判断・技術を提供させていただけ

ることになりました。

　当事業所で連携した事例があります。（図２）

　ＷＯＣは、評価・アセスメントにすぐれ、判断・対策が即座にたてられる強みがあります。

　一方、訪問看護師はその人をとりまく生活状況から、本人・家族が可能な方法、介護量、生活の質

の維持など、多方面から判断できる強みがあります。両者の強みを合致させて対策をたてることが大

切であることを、事例を通じて学ぶことができました。

　今日の医療では、在院日数の短縮化が加速しており、褥瘡がなおらなくても退院することは当たり

前となっています。しかし、ＷＯＣの訪問は月１回のみと制限があり、また相談や依頼方法が決まっ

ていない、体制が整備されていないなどの活用の難しさがあります。

　まさに、病院から在宅への移行がスムーズに行われるためには、専門性の高い認定看護師と上手く

共同できる仕組みづくりが必要です。

　そして、そこには、訪問看護師と認定看護師が、生活の視点でのケアの工夫や、生活の質を大事に

した共同の在り方が、連携の鍵になると考えてい

ます。

来夢ライン訪問看護ステーション　所長　森　明恵

褥
じょくじょく

瘡瘡
そうそう

ケアの実際から  ～ 認定看護師との連携 ～ケアの実際から  ～ 認定看護師との連携 ～

図１ 図２

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
 Fax. 011－776－3072
訪問看護ステーション Tel. 011－776－3071
 Fax. 011－776－3072
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拓北・あいの里ケア施設町内会活動  ～相談センター「レイル」～北・あいの里ケア施設町内会活動  ～相談センター「レイル」～

　みなさんこんにちは。相談センター「レイル」ケアマネージャーの若
わかさ

狭です。
　今回は、私どもが会員になっている、『拓北・あいの里ケア施設町内会』の活動についてお知らせ
致します。

　ケア施設町内会とは、平成23年２月に発足した、拓北・あいの里にある医療・福祉施設と地域に
在住する専門家とで構成している組織で、住民の方々を交えた研修会や交流会など地域活動を行って
います。

　平成26年２月16日に拓北・あいの里地区センターで医療福祉講演会を開催しました。「介護と施設
入所」をテーマに包括支援センターの役割と機能、そして、特別養護老人ホーム・老人保健施設・グ
ループホーム・高齢者住宅などの各施設の代表者が施設の説明や入所方法などを伝えました。

　83人という多くの地域住民の方々が参加され、活発な質疑応答が行われました。
　住民の方々から、「自分や自分の親に介護が必要になったとき、本当に施設に入れるのか？」「もし
施設に入っても、介護にかかる手間が増えたら施設から出されてしまうのではないか？」「病院に入
り自宅では生活できなくなったら、どこに相談したらよいのか？」など、将来を考えた切実なご意見
や質問がありました。

　質問に答えていく中で、住民の皆様が大きな不安を抱えながらも、様々な情報を求めており、将来
訪れる介護という問題を真剣に考えている様子が伝わってきました。そして、講演会を通して、私達
は、地域の皆様の不安に、身近で相談しやすい存在となれるように、努力をしていかなければならな
いことを、今まで以上に再認識することができました。

　これからも、地域住民の方々と顔の見えるお付き合いを大切に、今後もこうした医療福祉講演会な
どの活動を継続したいと思います。

 介護支援専門員　若狭　敬志
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
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　H25年10月に利用者、家族の方に当ステーションの不満足度調査を実施させていただきました。
　H22年10月に行った結果と比較をしてグラフにまとめました。（表参照）

H25年度　46名配布　　32名回収　　回収率69.5％
H22年度　47名配布　　36名回収　　回収率76.6％

　「全く思わない」「あまり思わない」と回答のあった項目については、満足していただけていると評
価した。H22年度と比較するとH25年度は良い評価をいただけておりますが、「とても思う」「やや
思う」と回答のあった３項目（２名以上）を課題とし、対策を考えました。

①、②・鏡で笑顔の練習をする。
・スタッフ間でも挨拶を充実させる。
・電話で待たせた場合には「お待たせしました」と言葉を添える。
・電話や同伴訪問などでスタッフの対応をお互いに確認し合い、直したほうがよいところを助
言し合う。

⑰ ・緊急時対応ですぐ訪問できないこともありますが、日中であればスタッフ間で時間調整をし
て対応します。
・他の電話対応や処置中で電話を１回でとれないこともあります。なるべく早めに折り返し連
絡します。

アアンケート結果のご報告ンケート結果のご報告

挨拶ができていないと感じる1

言葉遣いに不快感を感じる2

乱雑な振る舞いだと感じる3

身なり・服装がだらしないと
感じる

4

笑顔が少ないと感じる5

大切にされていないと感じる6

意向や希望を尊重してもらえ
ていないと感じる

7

十分に話を聞いてもらえてい
ないと感じる

8

対応が遅いと感じる9

適切に対応してもらえていな
いと感じる

10

感染（手洗い・消毒など）への
対策が不足に感じる

11

体調の変化を早期発見しても
らえていないと感じる

12

知識が乏しいと感じる13

援助技術が未熟と感じる14

スタッフ間で援助方法が統一
されていないと感じる

15

訪問の回数・時間帯が不適切
であると感じる  

16

緊急時の連絡体制が不安に感
じる

17

電話での対応が遅いと感じる18

病院や他のサービス事業所と
の連絡が不十分だと感じる

19

個人情報の扱いが不適切だと
感じる

20

H22

H25

H22

H25

H22

H25

H22

H25

H22

H25

H22

H25

H22

H25

H22

H25

H22

H25

H22

H25

H22

H25

H22

H25

H22

H25

H22

H25

H22

H25

H22

H25

H22

H25

H22

H25

H22

H25

H22

H25

とても思う やや思う あまり思わない 全く思わない 無回答

8% 8%
81% 3%

6% 91% 3%
3%
14% 83%

6%
3% 91%

14% 86%

3%
3% 94% 

8% 92%

3% 97%
3%
22% 75%

3%
9% 88% 

25% 75%

3%
3% 94%

6%
8%

86%

6% 94%

6%
14% 80%

9% 91%

6%
8% 83%

3%

3% 97%

8% 14% 75% 
3%

97%3%

8%
8% 84%

6% 94%

8%
17% 75%

9% 91%

11%
3%

86%

6% 94%
6%
17% 77%

9% 91%

9% 28% 63%

9% 91%

8%
17% 75%

3%
3% 94%

33% 67%

9% 3% 85% 3%

17% 80% 3%

3%
88%6% 3%

3% 28% 66% 3%

3% 94% 3%
3%
25% 69% 3%

3% 3%94%



第10回～目薬に関して～
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　左下記の対策検討した内容を取り組み、利用者様の在宅療養生活をサポートしていきたいと考　左下記の対策検討した内容を取り組み、利用者様の在宅療養生活をサポートしていきたいと考
えております。えております。
　貴重なご意見をいただきましたので紹介させていただきます。　貴重なご意見をいただきましたので紹介させていただきます。

・私自身もまだ介護も不慣れですが、いろいろ相談に乗っていただいて頑張りたいと思います。
・今訪問看護に来ている看護師さんはお年寄りの気持ちをよく理解して接してくれているので安心し
てお願いできます。また対応も早く、ありがたく思っています。
・いつも明るく母をよく観察してくれています。安心
してまかせています。
・細かく見てもらって助かります。
・毎回ご親切にしていただいて助かります。

訪問看護
介護支援

Tel. 011－752－3540　Fax. 011－748－8771
ステーションあいしん

〒065－0027 札幌市東区北27条東１丁目１－14
 加藤ビル3階

　病院に眼科が出来て早いもので1年が経ち、このぱるすをお読みいただいている方の中にも、眼科を受
診された患者様もいらっしゃると思います。
　そこで今回は眼科で処方している目薬についていただいたご質問について紹介いたします。

Ｑ１：１回の点眼量は１滴でいいの？
Ａ：１滴で十分です。（洗浄目的を除く）

１滴だけでも目から溢れてしまうくらい十分な量なのです。
点眼後は、まばたきをせずに目を閉じて目頭を軽く１分間くらい押さえてく
ださい。角膜から目の中に吸収される量が増えて薬の効果が高まります。 

Ｑ２：目薬の使用期限、保管方法は？
Ａ：開封後は約１ヶ月が目安です。一度開封した目薬は高温や直射日光を避け、

できるだけ涼しい場所に保管してください。
（目薬に記載されている期限は未開封の場合です。）
注）１ヶ月以内であっても、見た目に変化(変色、にごり、浮遊物など)が生じた場合は使用しないよ

うにしてください。
注）中には、「冷所保存」の目薬もあるので、その場合は冷蔵庫に保管するのが良いでしょう。

Ｑ３：２種類の目薬が処方された場合、どのくらい間隔をあけたらいいの？
Ａ：５分以上あけるのがいいでしょう。

続けて点眼すると、目から溢れてしまい先に点眼した液が後に点眼した液によって洗い流されてしま
い効果が弱くなってしまいます。

今回はよくある一般的な質問についてお答えしました。
何かご不明な点がありましたら医師または薬剤師にご相談ください。
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診療報酬改定・消費税率変更に関するお知らせ
2014年４月１日から、診療報酬点数および消費税率が変更になりました。

編集後記 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　offi  ce＠aishinkan.jp
　　　　　　　　URL　　http://www.aishinkan.jp

発　行／医療法人社団　愛心館
発行日／平成26年■月■日
編　集／愛心メモリアル病院　事務部　総務課
発行責任者／髙橋　順一郎

春になりだんだん暖かくなってくるとお花見の計画を立
てたり春ならではの食材を使ったご飯を作るのが楽しみ
になりますね。左の写真は友達に誘われて行ったお店に
あった「春パフェ」という商品です。可愛かったのでつ
い写真に撮ってしまいました。そんな楽しい季節でも花
粉は例年通り飛んでいておまけにPM2.5も飛んでいるよ
うで、暖かくなってもマスクは手放せないです。 

（M・Y）

 お問い合わせは１Ｆ受付窓口まで。

　愛心メモリアル病院は、石狩街道と旧石狩街道の間に建って
おり、最寄のバス停から徒歩３分という立地条件にあります。
　そのため、バスを利用されて来院される方も多数いらっしゃ
るので、正面入口左側にバスの時刻表を掲示してございます。
　４月のダイヤ改正に併せて最新の時刻表に更新しました。
　バスをご利用の方はぜひ、ご活用ください。

《最寄のバス停》
・石狩街道　　札幌駅方向　陸運支局前
　　　　　　　麻生・石狩方向　北２６条東１丁目
・旧石狩街道　北２６条東１丁目

１

～バスの時刻表をご活用ください～

２

　保険診療におきましては、初診料・再診料・お薬の料金などが変更となり、患者さんの窓口負担金が、
３月以前と比べ増減することがございます。
　また、消費税率が８％に引き上げられることに伴い、当院におきましても、保険外料金の見直し、
および新税率での対応をさせていただきます。
　何卒、ご理解を賜りますようお願いいたします。

〈消費税率引き上げの対象となる保険外料金の一例〉
○診断書（証明書）料金
　・一般診断書（当院書式）　　　3,150円（税込）→　3,240円（税込）
　・入院証明書（生命保険診断書）5,250円（税込）→　5,400円（税込）
○健康診断料金
○日常生活上のサービスに係る費用など

玄関から入って
左手、公衆電話
の上に掲示して
あります


