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●患者・利用者・家族の皆様が安心してかかれる・あずけられる病院施設作りをめざします。
●職員が気持ち良く仕事ができ、
やりがいのある職場作りをめざします。
●医療福祉を通して地域に貢献することをめざします。

老人保健施設星が浦のご紹介
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社会医療法人孝仁会設立の老人保健施設星が浦は平成10年に設立以来12年
間を経ております。
孝仁会は『青年より墓場まで・・・・』の気持ちを持ち、医療に福祉にと力を注
いでまいりました。この福祉部門の中心を、老人保健施設星が浦が担っており
ます。特に、脳疾患における後遺症の患者さまに、より良いＱＯＬを送っていた
だけるように、職員一同努力いたしております。
３年半前に私が赴任して以来、
１）自分の大切な家族に接するように、利用者さまに接して欲しい。
２）自分自身が、利用者さまになったつもりで、今、何をすべきかを考えて行動
する。
『逆転の発想』を合言葉に運営いたしております。とは云っても若い職員も多
く、終始徹底しているとは断言できず、まだまだ努力不足と考えております。私
自身も、もうすぐ目の前の出来事ととらえており、私自身がこのような立場に
なった時ここに入りたい、と思う施設にするよう日夜努力しているつもりで
す。今後とも、この目標に向かい日々切磋琢磨していきたいと考えております
ので、皆様に、より一層あたたかいご理解とご協力、アドバイスなどをいただけ
れば幸いですので、よろしくお願いいたします。

第13回日本病院脳神経外科学会報告
社会医療法人孝仁会
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7月17.18日の両日、第13回日本病院脳神経外科学会を私が会長で開催しました。会場は釧路市観光国際
交流センター・釧路全日空ホテルで、口演5会場・ポスター1会場、市民公開講座は釧路市生涯学習センター
まなぼっとの大ホールで行いました。釧路で全国規模の学術学会が開催されることは殆ど無く、私は今回
2度目の全国学会を開催致しました。北は北海道（地元です、―笑）から南は沖縄まで全国から271題もの
演題が発表されました。
この学会は脳神経外科の医療に携わる医師・看護師・リハビリテーション技師・放射線技師・検査技師な
ど多くの職種の方が、それぞれ医療チームの一翼を担う立場から熱心な討論がなされました。メインテー
マの地域連携に関しては脳卒中地域連携パスをはじめ地域連携のあり方が論議され、有用な結果を導き
出しました。また脳神経外科救急におけるドクターヘリなど、タイムリーなシンポジウムも開催され大変
勉強になりました。
市民公開講座では、神の手と言われる福島孝徳先生（アメリカ デューク大学教授 他）の脳のお話、札幌
医科大学学長・日本高血圧学会理事長 島本和明先生の心臓のお話、そして私が頚・腰のお話を「脳と心臓
を守り元気に歩こう」のテーマのもとに行い、立見が出るほどの盛況でした。
この学会の成果を日常の診療に生かし、地域の住民の皆様により良い医療を提供すべく今後も職員一
同チームワーク良く頑張っていきます。よろしくお願いします。

「24時間テレビ」チャリティー活動
当法人では毎年日本テレビの「24時間テレビ」チャリティー基金活動へ参加しており、今年は８月28
～29日に釧路脳神経外科駐車場で開催しました。募金活動、露店、フリーマーケットの開催、介護用品
の展示等を行いました。また、今回は初めて市内の障害を持つ人たちの作品を販売する「ぴゅあめいど
まーけっと」の出店をお願いしました。職員と地域のボランティアさんの協力の下に、綿あめや金魚す
くい、ポップコーン、ヨーヨーつりを行い、その売り上げとフリーマーケット出
店料、募金、総額11万691円をチャリティー基金として募金させていただきまし
た。
今年は例年より猛暑でしたが、皆様のご協力により無事終了することができ
ました。
当法人ではこれからも募金活動を継続的に取り組み、地域の方々と一緒に少
しでも福祉貢献できればと考えております。
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脳神経外科

10月より釧路孝仁会記念病院へ赴任しました鈴木健吾と申します。患者様
へのわかりやすい丁寧な医療を心がけております。釧路の皆様のお役に少し
でも立てるよう努力させていただきますのでよろしくお願い致します。

救急部 緑川新一医師は7月30日付、脳神経外科
したのであわせてご連絡させていただきます。

施設紹介

木村友亮医師は9月30日をもちまして転勤となりま

居宅介護支援事業所
芦野ケアプラン企画センター
釧路町睦２丁目１番地５号
☎0154（37）5050
鶴ヶ岱ケアプラン企画センター 釧路市鶴ヶ岱１丁目10番46号
☎0154（42）0700
星が浦ケアプラン企画センター 釧路市星が浦大通3丁目9番35号 ☎0154（55）2810

居宅介護支援事業所は、利用者の方が可能な限り居宅において、その有する能力に応じて自立した
生活を営むことのできるよう居宅サービス計画を作成し、居宅サービスの提供が確保されるよう居宅
サービス事業者、その他の事業者、関連機関との連絡調整を行います。
医療や介護の現場で働いていた16名の介護支援専門員（ケアマネジャー）が、本人・家族の意向を尊重
し、必要な介護保険サービスや地域の社会資源利用の提案を行いながら病院（主治医）との連携を図り、
安心して在宅生活が送れるよう支援させていただきます。3箇所の事業所で釧路市・釧路町・白糠町を担
当しています。
当事業所スタッフは、利用者・家族との信頼関係を大切に「家に帰ってきてよかった」と思える支援が
出来るように心がけています。
介護保険サービスを利用するための手続き

●訪問介護

市町村窓口に申請
訪問調査

介護保険サービス内容

医師の意見書

●訪問入浴
●訪問看護

介護認定審査会

●訪問リハビリ

要介護（要支援）認定

●通所リハビリ

認定通知

●通所介護

非該当通知

要介護１〜５

要支援１〜２

介護サービス
の対象者

介護予防サービス
の対象者

自

立

地域支援事業
の対象者

●短期入所生活介護
●短期入所療養介護
●福祉用具購入
●福祉用具貸与
●住宅改修

サービスを利用するときは
●要介護認定を受けた方は、居宅介護支援事業所にケアプラン作成を依頼します。
（施設サービスを利用したいときは直接介護保険施設に申し込みが出来ます）
●要支援認定を受けた方、非該当の方は、お住まいの地域を担当する地域包括支援センターにケアプラン作成を
依頼します。

社会医療法人孝仁会

法人本部 地域連携部
〒0850062
釧路市愛国191番212
釧路孝仁会記念病院内
TEL：0154-39-1331
FAX：0154-39-0660
孝仁会ホームページ
http：//www.kojinkai.or.jp/

感染管理認定看護師紹介
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このバッジをつけて
仕事をしています。

感染管理認定看護師 高 橋
薫
2009年６月、日本赤十字看護大学の認定看
護師教育課程に入学し、半年間、感染管理につ
いて勉強してきました。今年7月に合格発表が
あり、晴れて感染管理認定看護師となること
ができました。
現在、専従の感染管理認定看護師として働
いています。４月の診療報酬改訂に伴い、医療
安全管理部門における感染防止加算が受けら
れるようになりました。
これからは、インフルエンザや感染性胃腸
炎などの季節になります。そのための対策を
実践していきます。どのような感染症でも手
洗い、うがいはとても重要です。日々、手洗い、
うがいを意識して生活をしましょう!!

A

Ｑ：感染管理とはどんな仕事をするの？
Ａ：病院にかかわる全ての方々（病気で入院している患者さん、
地域で療養している患者さんやその家族の方、病院職員や委
託で働いている方々などです。）の感染を予防する活動をし
ています。

Ｑ：日々の仕事として、何をしているの？
Ａ：入院患者さんや病院職員、皆が感染しないような療養環境を
整備したり、スタッフが感染対策を実施しやすいように教育
や指導を行っています。

Ｑ：地域の方へ指導したり相談を受けたりしているの？
Ａ：依頼があれば、相談、手洗いなどの講習会も可能な限り受けつ
けます。

社会医療法人 孝仁会グループ

編集後記
秋風を感じる季節になりました

釧路孝仁会記念病院

星が浦病院

釧路脳神経外科

新くしろクリニック

釧路市愛国191番212
TEL 0154-39-1222

釧路市星が浦大通3-9-13
TEL 0154-54-2500

釧路市芦野1-27-1
TEL 0154-37-5512

釧路郡釧路町睦2-1-6
TEL 0154-37-6333

中標津脳神経外科

根室脳神経外科

留萌セントラルクリニック

老人保健施設 星が浦

中標津町西11条南8-4-1
TEL 0153-73-1500

根室市明治町1-2-2
TEL 0153-24-8555

留萌市栄町1-5-12
TEL 0164-43-9500

釧路市星が浦大通3-9-35
TEL 0154-55-2800

訪問看護ステーション 星が浦ケアプラン
はまなす
企画センター

芦野ケアプラン
企画センター

鶴ヶ岱ケアプラン
企画センター

釧路市星が浦大通3-9-26
TEL 0154-53-5517

釧路市星が浦大通3-9-35
TEL 0154-55-2810

釧路郡釧路町睦2-1-5
TEL 0154-37-5050

釧路市鶴ヶ岱1-10-46
TEL 0154-42-0700

なければとあらためて感じていま

釧路市東部北地域
包括支援センター

グループホーム
はまなすの家星が浦

ヘルパーステーション 釧路訪問
はまなす
リハビリセンター

す。

釧路市鶴ヶ岱1-10-46
TEL 0154-42-0600

釧路市星が浦大通3-9-9
TEL 0154-55-6255

釧路市星が浦大通3-9-26
TEL 0154-52-8088

が、いかがお過ごしでしょうか。
当法人では今年度よりピンクリ
ボン運動に参加しています。地域
の皆様から予想以上の反響をい
ただき、乳がん検診が浸透してき
ている現状を喜ぶとともに、今後
も継続した啓蒙活動をしていか

今年もあと数ヶ月。多忙な時期

釧路市芦野1-27-1
TEL 0154-37-5401

をお過ごしかと存じますが、今後

在宅介護支援センター 介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 釧路脳神経外科
はまなす
はまなす睦館
はまなす芦野館
デイケアセンター

ともご指導宜しくお願いいたしま

釧路市星が浦大通3-9-35
TEL 0154-55-2811

す。

（瀧澤）

釧路郡釧路町睦2-1-6
TEL 0154-39-0511

釧路市芦野1-27-1
TEL 0154-39-1666

釧路市芦野1-27-1
TEL 0154-37-8898

