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地域から選ばれる訪問看護ステーションを目指して...

大和徳洲会訪問看護ステーション ☎️ 046-264-1191
お問い合わせ

訪問看護とは？
What's Visit Nursing?

医師の指示のもと、
「看護師や理学療法士・
作業療法士・言語聴覚士」が直接お宅に
お伺いし、その方に必要なケアやリハビリ
を行います。

Q1. 実際にはどんな事をしてくれるの？

Q2. どんな人が受けられるの？

A1. ◦健康状態の観察 ◦病状悪化の防止

A2. ◦主治医の指示があれば訪問看護を

◦療養生活の相談とアドバイス
◦リハビリテーション

必要とする「赤ちゃんから高齢の方
まで」すべての人が受けられます。

◦点滴・注射などの医療処置
◦服薬管理

◦緊急時の対応

◦床ずれの予防・手当

Q3. 誰にたのめばいいの？
A3. ◦受診している医療機関

◦保清

◦訪問看護事業所

◦地域包括支援センター

※上記以外でもご要望に
応じ対応いたします！

◦市町村の介護保険や障害福祉の担当窓口
※上記にご相談ください！

大和徳洲会介護センター

大和徳洲会訪問看護ステーション
リハビリテーション
センター

健康管理センター

お気軽にご相談ください！
！

大和徳洲会訪問看護ステーション
（併設：大和徳洲会介護センター）

中央検査

●受付

●受付
内視鏡センター

2F
透析センター

生理検査
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TEL.046-264-1191
神奈川県大和市中央４丁目 4-12
（大和徳洲会病院内）

医療法人徳洲会

大和徳洲会病院

http://www.yth.or.jp/
大和徳洲会病院

検 索

大和徳洲会介護センター

ケアマネジャー
の役割は？

ケアマネジャーとは
「介護を必要とする人の相談窓口」
です。介護に関わ
る様々な事業者などを
「チーム」
とすれば、ケアマネジャーは、
このチーム
の
「調整役」
として、利用者をサポートする重要な役割を担っております。

What's Care Manager?

在宅介護を受けている場合、
複数のサービスを利用している
ことが多く、利用者に関わる
環境は複雑です。

退院相談

入院
ソーシャル
ワーカー

利用者

介護相談

ケアマネジャー
相談窓口

申請代行・連絡・調整

ホームヘルプ

福祉用具レンタル

サービス事業者

自立から要介護までの目安
要

自立（非該当）
歩行や起き上がりなどの「日
常生活動作」を自分で行うこ
とができる。かつ薬の内服、電
話の利用などの「手段的日常
生活動作」を行う能力もある。

支

援

日常生活上の基本動作は、
ほぼ自分で行うことができる
が、要介護状態を予防するた
めに何らかの支援を要する
状態。

要

介

護

「日常生活動作」、
「手段的日常生活動作」を自分で行うことが困難であり、何らかの
介護を要する状態。介護度によって次の１〜５段階に分けられる。

要介護1 要支援状態から自立度が低下し、部分的に介護を要する状態。
要介護2 要介護1の状態よりさらに部分的な介護が必要となる状態。
要介護3 要介護2の状態と比較して、
「日常生活動作」と「手段的日常生活動作」が
著しく低下し、ほぼ全面的に介護を要する状態。
要介護4 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、
介護なしに日常生活を営むことが困難な状態。

訪問看護

リハビリ

申請から認定まで
主治医意見書

申

請

心身の状況に関する調査
基本調査（74 項目）

特記事項

コンピュータによる１次判定
介護認定審査会による２次判定
認定（要支援1・2または要介護１〜５）

非該当（自立）

▲介護保険サービスを利用するには「要介護（要
支援）認定」が必要です。お住いのエリアの地域
包括支援センターや居宅介護支援事業所などに
申請の代行を依頼することも可能です。
〈厚生労働省サイト参照〉

要介護5 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下し、介
護なしに日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。

▲介護保険が利用できる人、対象となる人の目安第
１号被保険者（65 歳以上の人）と第２号被保険者
（40 歳〜 64 歳までの人）に分類されます。
▲

介護センターの戸村千恵が「ＦＭやまと」
（77.7MHz）の健康情報ラジ
オ番組「Y's Space Radio」
（2018 年 12 月放送）に出演し、介護保険
制度や介護サービスに関する情報をお届けしました。当院のホームペー
ジで公開しておりますので、是非ご視聴ください。
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大和徳洲会病院 健康管理センター

人間ドックのご案 内

1

最新鋭の医療機器

3

多様なニーズに応える健診メニュー

2018 年４月開院の大和徳洲会病院では最新鋭の検査機器を
揃えて、人間ドックを受診される方をサポートします。高精度、
安心、快適な検査をお約束します。

「必要な検査」内容は時代とともに変化します。大和徳洲会病院
では、人間ドックの基本コースの他に、脳ドック、認知症ドック、
循環器ドックなど人気のオプションを組合せたコースを御用意しま
した。お気軽にご相談下さい。

2

病院で検査する安心

4

徳洲会医療グループでバックアップ

専門医と連携がとれるため万全のケア体制が確保できます。要
精密検査や要医療の結果が出ても、速やかに二次健診や治療
に繋げることができます。

全国には 70 を超える徳洲会の
病院（専門医を含む）があり、
必要に応じてご紹介もさせてい
ただきます。

大まかな流れをご説明いたします

申込から受 診の流 れ

お 車でご来院の際は「大和徳洲 会 病 院 立 体 駐 車 場 」をご利 用ください 。
【駐車サービスのご案内】

ふれあいの森入り口

大和駅西入口
相鉄線（地下）

●外来受診の⽅ ： 30分無料、
臨時駐車場
（閉鎖）

●お⾒舞いの⽅ ： 30分無料、以降 60分毎 200円

●
理容室
ポスト

●透析・⼈間ドック受診の⽅ ： 無料
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北出入口

大和徳洲会
病院

●
アークホテル
大和

スマイル
● 薬局
●
セブン
● イレブン
ソフトバンク
大和

南出入口

中央4丁目

※人間ドック受診の方は、2F 健康管理センター
受付にて割引処理をお受け下さい。外来受診
の方は、
1F 受付にて割引処理をお受け下さい。
出庫の際は事前精算機をご利用下さい。

立体
駐車場

中央6号
公園

線
ノ島
急江
小田

以降 5時間まで 200円、以降 30分毎 100円

大和駅

珈琲亭やまと●

厚木街道
●オーク歯科クリニック
●
タイムズ駐車場

大和駅南口
入口
一方通行

※臨時駐車場は閉鎖しましたのでご注意ください。※駐車場内で発生した、
事故・破損・盗難等については責任を負いかねますのでご了承ください。

当院の人間ドックを受診された方の感想 私も家族も安心しました！
以前から人間ドックに興味はありましたが、どのような検査を受けるのか不安な気持ちもあり、
なかなか受診する気にはなれませんでした。今回は知人に勧められ、大和徳洲会病院の人間ドック
を受診したのですが、受付や更衣室がある健康管理センターは、落ち着いた雰囲気で清潔感があり、
気持ち良く検査を始めることができました。
実際に検査を受けてみると、胃カメラ検査で使用する麻酔の苦味に違和感を覚えたり、ＭＲ
Ｉの音が想像以上に大き
いなど戸惑うこともありましたが、半日かけてさまざまな検査を受けることができたので、自分の健康状態を知る良い機会
になりました。検査結果について医師から詳しい説明を受けられたことも安心につながりました。次回の検査まで旅行や
ウォーキングを楽しみながら過ごしたいと思います。

クイック脳ドックコース

￥10,000（税抜）

■検査内容：頭部〜頚部まで MRI+MRA
さらに詳しく ■スタンダード脳ドックコース ２万円（税抜） ■プレミアム脳ドックコース ３万円（税抜）
大和徳洲会病院では最新鋭の検査機器を揃えて、人間ドックを受診される方をサポートします。高精度で、安心・快適
な検査をお約束します。
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Hospital Column

」
（77.7MHz）
で放送中！
まと
！
「FMや
健康情報ラジオ番組

■毎週
火
曜 7:15〜 7:25
金曜
（再）
17:40〜17:50

「Y’
s Space Radio」
番組収録風景
「後藤技師長」と会話が
盛り上がる番組の様子。

地域の皆さまへ「耳寄りな」
健康情報
をお届けします。
今月は臨床検査室 後藤 正寿 技師長に
臨床検査についてお話いただきます！

■２月の内容は ...
●臨床検査の種類について
●血液検査など身近な検査について
●エコー検査について

当院のホームページで過去放送分（高
血圧や糖尿病、人間ドック等の情報）
を公開しておりますので、そちらも是
非ご視聴ください。

大和徳洲会病院

●大和徳洲会病院の検査について

きます！
介してい
随時ご紹

協力医療機関様のご紹介 NO.4

内科・皮膚科・ 精神科

中央林間東クリニック

当院は平成 20 年より神奈川県大和市、中央林間駅か
ら徒歩 2 分のビル内に位置しております、訪問診療を
主としたクリニックです。ご自宅や有料老人ホーム等、
通院するのが難しい患者様のもとへ医師・看護師が直
接伺い、診療を行っております。
大和市を中心に日々飛び回っております都合上、外
来診療は原則予約制となっております。毎週水曜日は
精神科の外来を行っております。予約制のため待ち時
間もなく、駅からも近いためお気軽にお越し頂けます。
インターネットより予約もできますので、お気軽に
お問い合せ下さい。

精神科外来〔予約制〕※毎週水曜日
■9：00～11：30 ■13：00～16：30
■TEL：046-271-2666
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■WEB でのご予約

https://byoinnavi.jp/clinic/21512

または QR コードより読み取り下さい。

Hospital Column

『ご

に感謝』
かのう

叶

もりとう

森統

地域の人物をご紹介してまいります。

中央四丁目豊友会 会長

様

歳以上の方に会員

私たちのクラブは、クラブ名に込められた『豊かな友と豊かな人生を！』をスローガンに、
中央四丁目自治会およびコスモ大和自治会の両エリア内に居住する概ね

として加入していただき、
「仲間づくりを通して生きがいと健康づくり、生活を豊かにする
楽しい活動」
「高齢者が持っている知識や経験を生かして、地域の諸団体と共同し、地域を
豊かにする社会活動」に取り組んでいます。
この度、私どもの居住エリア内に「いつでも、どこでも、誰でもが最善の医療を受け入れ

叶

もりとう

洲会病院様がリニューアルオープンされたことは、誠に慶賀の至りでございます。

▲写真下「中央四丁目豊友会 創立 40 周年記念祝賀会」
（左から）山口周治様（中央四丁目自治会顧問）川本龍成
（大和徳洲会病院院長）叶森統様（中央四丁目豊友会会長）

今後とも私たちの『生命の安心』にご尽力くださいますようご期待申し上げます。

森統 様

■中央四丁目豊友会 会長
■中央四丁目自治会 顧問・監査
■大和市中央地区支え合い協議会 副代表
■中央地区社会福祉協議会 会長
■大和市社会福祉協議会 評議員
■大和市福祉推進委員会 委員
■大和市民生委員推薦会 委員

かのう

60

られる社会」を目指し、地域に根差した誰もが安心できる病院づくりをスローガンに大和徳

YAMA-TOPICS

秋の親睦旅行

▲社会奉仕活動（公園清掃）

▲中央四丁目自治会餅つき大会
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▲

Y's Space News
「癒しと共感」をコンセプトとした演奏会を定期的に開催いたします。

ようこそ！
Healing Time by Y’s Space へ
〜ロビーコンサート・音楽の癒し〜

フルート 山崎菜穂子様
ピアノ＆ヴァイオリン Mia&Yua 様
2018 年 12 月 8 日に「クラシックコンサート」を開催
いたしました！この日の Y's SPACE は、フルート＆ピアノ
＆ヴァイオリンの美しい音色が響きわたり、100 名近い
来場者の拍手に包まれました。

2018 年 12 月 20 日には、
「クリスマスコンサート
〜懐かしのうたを歌って生き生き若返り〜」を開催。
楽器を片手に「きよしこの夜」や「ジングルベル」
などを歌って盛り上がりました！

RMATION

Y’s Space INFO

「私季コンサート」2019年 2/14木
〜 DUVIO on Valentine 〜

14:00開演
（15:00終演予定）

会場：大和徳洲会病院 １階 Y'sSPACE
耳馴染みな曲から自作の曲まで、伴奏楽器を使わず二声のみ
の究極のアレンジにより、長年活動してきた無伴奏ヴァイオリン
デュオ「DUVIO（デュヴァイオ）
」
。今回は地域貢献を念頭に、自
身がパーソナリティを務めた FM やまとのラジオ番組「爆裂的音
楽時間」や「私季音ラヂヲ」等でも縁がある、神奈川県大和市
の地域に根付く病院のスペースにて、ポップスや映画音楽等、聴
き覚えのあるわかりやすいメロディの数々をストイックに奏でます。
後藤 勇一郎 (Violinist,Composer,Arranger)

杉浦 清美

1990 年東京芸術大学を卒業。ソリストとして、他にもオーケストラや
弦楽合奏におけるコンサートマスター、自らのバンド The Dynamites”
等幅広く活動し、国内にとどまらずニューヨークの国連総会議場やカーネ
ギーホールでも演奏する。多数のアーティストのレコーディング、映画や
ドラマ、ＣＭ等自己のグループによるスタジオワークで活動する一方、作
編曲家として CM や各種 BGM の作編曲、様々なアーティストの編曲等
のマルチな活動と共に、現在は 2002 年にリリースしたソロアルバム「私
季」を皮切りに 2015 年の「私季 II」
、そして 2017 年 10 月にリリース
のシリーズ三作目となる「私季 III」をベースにした「私季コンサート」や「私
季らいぶ」を中心に活動を充実させつつある。

京都市立堀川高等学校音楽科を経て、東京芸術大学音楽学部器楽科卒業。
在学中、蓼科音楽祭に参加、京都マルコ楽志堂にてジョイントリサイタルに
出演。卒業後、東京ヴィヴァルディ合奏団の団員として 5年間在籍。また東
京ポップスオーケストラのメンバーとしても長きにわたり活動した。現在、室
内楽及びソリストとしての活動や様々なスタイルのコンサート、レコーディング
に参加する傍ら、宝塚や東宝ミュージカル等のオーケストラピットでの演奏も
精力的にこなしている。2002年及び 2004年にフィンランド・クフモ室内楽
音楽祭に、2003年にはフランス・ミュージックアルプ音楽祭に参加し研鑽を
積む。これまでに、松村裕美子、木村和代、亀田美佐子、田渕洋子、浦
川宣也、山岡耕筰の各氏に師事。

後藤勇一郎公式サイト「GOTSU.NET」
http://gotsu.net

杉浦清美公式 Facebookページ
http://www.facebook.com/sugikiyo.official

”
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出演 : 後藤 勇一郎 様（ヴァイオリン）
杉浦 清美 様（ヴァイオリン）

