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密着！
！医療連携室！
！
ソーシャルワーカーの1日

特集

のソーシャルワーカーが各病棟と1階事務室
に配置されています。今回は当院のソーシャ
ルワーカーに１日密着し仕事を紹介します。

TIME SCHEDULE

8:30

8:30～
入院支援
退院支援

朝礼

入院
支援

皆さまのために

当院の取り組み

毎日、笑顔で
が ん ば っ て い ま す！

TIME SCHEDULE

12:00

午前・午後

相談の対応

入院
支援

面談・病院見学
入 院 前に患 者
様 のご 家 族 に 来
院してもらい、面
談や病院 見学を

情 報 共 有 をしま
す。

患者様の情報をもらって
当院の医師にて判定を行
います。

実施しています。

調整・連携

退院
支援

13:30～

入院対応

17:00

会資源の伝達講習をするという取り組みも
決まっています。これからも皆さんの支援
に繋げていけるように連携室一同、努力し
ていきます！！

ミーティング

14:00～

病棟カンファレンス

退院
支援

ルワーカーで勉強会を行って
います。
担当した患者様の退院支援について事
例検討を行ったり、面談技法のロールプレ
イングをするなど自己研 鑚を重ねていま
す。来年度からは各自で情報収集した社

急性 期 病 院 からの入
院相談の電話を対応して
います。入院相談 が来
たら診療情報提供書等、

10:30～

当院では毎週のミーティ
ングの他、月に1回ソーシャ

午前・午後

各 病 棟の入 退
院 の予定や患者
様の状況、当日の
スケジュール等の

午前
退院
支援

原宿リハビリテーション病院では医療連携室

退院
支援

面談
病棟では定期 的に面
談を開催し、入院中のご
様子についての報告や退
院後の生活についての話

事例検討

し合いをしています。他
にも施設の入所前のカン
ファレンスや退院前の関
入院患者様、ご家族様へ担当ソー

病棟で医師・看護師・リハビリス

境整備のために連絡調整しています。

シャルワーカーがご挨拶させていただ

タッフと患者様の情報を共有します。

主にケアマネージャーや近隣病院な

きます。入院前の生活やリハビリの目

どと連携を図っています。

標などをお聞きして、ソーシャルワー

退院に向けてのサービス利用や環

係機関との担当者会議に
も同席しています。

カーとしての支援計画を立てます。

お気軽に
お声がけ
ください！！

医療連携室について
医療連携室には現在、看護師 2 名、ソー
シャルワーカー11名、事務 2 名が在籍して
います。
入院支援と退院支援の 2 つの業務を各担
当が連携して進めています。複数の職種が
連携して多角的な視点で患者様・ご家族を
サポートできるよう日々情報共有や密なコ
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ミュニケーションを行っています。今後もさ
らに充実した支援ができるよう努めて参りま
す！
■原宿リハビリテーション病院

TEL

医療連携室

03-3486-1225

（直通）

勉強会

※今までに行った勉強会

◎ソリューションフォーカスドア
プローチの面接技法
◎日本医療ソーシャルワーカー
学会研修報告
◎精神保健福祉士の実習報告
◎骨癒合に時間を要した患者様
への支援の（事例発表）etc…
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NEW

原 宿 リ ハビリテーション病院

新年会

YEAR
新年会ではリハビリテーション科の出し物として、世間
で話題になっている「バブリーダンス」を披露しました。
ダンスは思っていたよりも難しく、覚えるまでに時間がか
かりましたが、みんなで一生懸命練習した結果優勝する
事が出来ました。優勝した時はとても嬉しかったです。会
場を魅了し、リハビリテーション科の団結力を発揮出来た

～感謝の集い～

と思います。とてもいい思い出になりました。
リハビリテーション科一同

平成 30 年1月 23 日（火）、新年会を開催致しました。
毎年恒例の新年会ですが今年も大いに盛り上がりまし

今回も大いに盛り上がった新年会余興ですが、看護部

た。1階フロア、看護部、リハビリテーション科でそれ

からは野澤部長率いる愉快な師長たちによる「実写版サ

ぞれ余興を行い、各部署個性あふれるパフォーマンス

ザエさん」を披露させていただきました。当日使用する小

を披露しました。

道具は 7 階病棟のレクリエーションにて作成のお手伝いを

日頃あまり関わる事のない職種の方々と交流する機会

いただき、とても素敵な物が出来上がりました。また、

もあり、様々なお話を伺うこともでき、とても充実した

替え歌の披露を主任たちと共に、一体感のある余興を披

思い出を作ることができました。

露できたのではないかと思います。練習からとても楽しく
「感謝の集い」と称した会でしたが、今後も全職員一丸
となって頑張っていく決意を新たに感じられた素晴らし

取り組み、本番では看護部の絆がより一層深まりました。
看護部一同

い会だったと思います。
今年も当院にとって良き一年になりますよう頑張ってい
きます。
医事課
も
余興
も
話
会
り
大盛
り
上が

吉田 美波

私たちのチームは、
「にゃんこスター・ブルゾンちえみ」を
行いました。他部署の方々と交流を深めながら練習を行
い、とても充実した楽しい思い出を作る事ができました。
当日はかなり緊張しましたが、全員笑顔で本番に臨み大

した
充実
会
新年
た
でし

成功を収めました。練習は大変でしたが、達成感・団結
力が生まれとてもいい雰囲気の中で行えたと思います。
他チームのパフォーマンスもかっこよく新年会は大いに盛
り上がる事ができました。皆さん、お疲れさまでした。
1階フロア合同チーム一同
署と
他部
が
交流
た
まし
でき

に
新た
す
決意
りま
頑張
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ご案内

お 気 軽 にご 相 談ください

レクリエーション＆季節の行事
12

23

クリスマス会
平成 29 年 12 月 23 日（土）に 3 階病棟
でクリスマス会を行いました。
ハンドベルでスタッフによる「きよしこの
夜」の演奏会をしました。患者様にも実
際にハンドベルを触ってもらい、みんな

当院の訪問リハビリテーションについて

で合唱をしました。
また、職員からのメッセージカードに涙
される姿も見られました。仮装をした職
員・患者様も楽しい時間を過ごすことが
出来ました。

平成 29 年11月より訪問リハビリテーションを開始致しました。
訪問リハビリテーションでは、通院が困難な方を対象に心身機能の維持、回復や日常生活の自立
支援はもちろん、趣味や生きがいを通じて、自分らしい生活を取り戻すためのお手伝いをさせて
頂きます。
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実際のご自宅でリハビリテーションを行うことで、普段の生活に直結し、介助量の軽減や自宅内
での動作の獲得に繋がりやすくなります。
その他、福祉用具の選定や使用方法、住宅改修についてもご相談に応じますのでまずはお気軽
にご相談ください。

訪問エリア

渋谷区、世田谷区、杉並区
中野区、千代田区、品川区
目黒区、新宿区、港区
※病院半径 5km 程度まで。詳細はスタッフまでご相談ください。

餅つき大会
訪問エリア

〈お問い合わせ〉

原宿リハビリテーション病院
（訪問リハビリテーション担当：田村・瀬古）

TEL：03-3486-1222（直通） FAX：03-3486-1226（直通）
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平成 30 年 1月11日（木）、当院にて餅つきを行いました。
餅をつく際の大きな掛け声で、その場に一体感が生まれ、
非常に盛り上がりました。患者様も見るだけにとどまらず、
自ら餅をつきたいという方もいて、非常に良い刺激になっ
たと思います。
明るく元気な新年の始まりとしてとても良い行事となりま
した。今後も季節感ある行事を継続して行って参りたいと
思います。
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歯科コラム「抜けた歯をそのままにしておくと…」
歯が抜けた場合に起こる問題を説明します。

すべての歯にそれぞれ役割があり、それぞれの歯が支え合って、かみ合わせなどバランス
取り、噛んだり話したりという機能をしています。
抜けた歯を治療せずにそのままにしておくと様々な悪い影響を及ぼします。

抜けた歯のスペースを埋めるように周囲の歯が移
動したり、倒れたり、伸びてきたりすることで、
噛み合わせや歯並びが崩壊してきます。

2 虫歯
歯が動いて歯と歯の隙間が開いてくると、その部
分に磨き残しがたまりやすくなるため、虫歯がで
出典：
（株）
コムネット

歯が抜けてしまったらそのままにせず
一度歯医者を受診しましょう。

ポイント

2018

冬
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なる べ く
診を
早め の受 す。
しま
お願い

きやすくなります。
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1 噛み合わせの崩壊

・咬み合わせのバランスがくずれる
・対合する歯が伸びる
・歯周病や虫歯の原因になる

ホームページのご案内

検索

原宿リハビリテーション病院

http://harajuku-reha.com/

冬

平成 3 0 年 2 月発行
明治神宮前（原宿）

原宿リハビリ
テーション病院

〒150-0001東京都渋谷区神宮前 6-26-1
TEL 03-3486-8333／FAX 03-3486-8334

ダイヤモンドビル

広報委員会

広報委員会

東京メトロ副都心線・千代田線

キュープラザ原宿

原宿リハビリテーション病院

HARAJUKUTIMES

vol.11

2018

JR原宿

広報誌

■原宿駅 表参道口（ＪＲ山手線）より徒歩８分
■明治神宮前（原宿）駅 ７番出口（東京メトロ副都心線
・千代田線）より徒歩５分

一般社団法人 巨樹の会 原宿リハビリテーション病院

企画・発行所：一般社団法人 巨樹の会

病院の詳しい内容は、ホームページでご覧いただけます。
ぜひご参照くださいませ。
グループ病院ホームページにもリンクできます。

