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地域の皆さまの健康をサポートいたします
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札幌清田病院 だより

訪問看護ステーションきよた
かかりつけ医と連携する経験豊かな看護師が
在宅療養を支えています

社会医療法人
札幌清田病院

理念

良質な専門医療を提供して地域社会に貢献する。
個別性と継続性を尊重した思いやりのある医療をめざす。

社会医療法人

訪問看護ステーションきよたは
札幌清田病院に隣接する
ウィステリア清田 1F にあります

札幌清田病院

訪問看護
ステーション
きよた
緊急時訪問

24 時間対応

かかりつけ医と連携する経験豊かな看護師が
在宅療養を支えています
30 年ほど前から訪問診療に取り組んでいた札幌
清田病院では、2000 年 4 月の介護保険施行と同
時に「訪問看護ステーションきよた」を開設。訪
問看護師が地域の医療機関と連携・協働し、在宅
療養中の患者さんの ADL（日常生活動作）の維持・
向上やご家族の負担軽減を目指すケアとサービス
を提供しています。
横山麻弓

多職種の有機的な連携が
訪問看護の質を高めます

丸山政美

久瀧真由美

今谷文香

間村所長

日常生活に必要な医療を
直接届けます

訪問看護では訪問看護師が患者さんのご自宅に出向い

病院看護の経験もある間村所長は訪問看護のやりがいに

て、健康状態の観察や日常生活の援助などを行います。訪

ついて、
「患者さんやご家族との距離が近く、日常生活の

問診療の医師や暮らしを支援するヘルパーなどと継続的に

中に必要な医療を直接届けられることです」と話していま

情報を交換・共有し、サービス担当者会議（ケアカンファ

す。困り事が発生しても、患者さんやご家族の生活が見え

レンス）にも参加。主治医、ヘルパー、ケアマネジャー、

るので、看護と日常の視点を合わせたアドバイスや工夫が

デイケアスタッフなどと一緒にケアプランを見直したり、

生まれます。

安定した在宅療養を維持するために解決したい問題点や今

現在、登録している患者さん

後の方針をきめ細かく検討しています。
「病気の進行や加

は 74 人。5 人の訪問看護師が担

齢に伴う変化に対応する必要があります。他職種の意見に

当を持ち、安心できる在宅療養を

耳を傾けることで、患者さんやご家族のニーズや必要な訪

しっかりサポートしています。

問看護が見えてきます」と間村麻夕子所長。
所属や職種が異なっていても、必要に応じて共有の個別
連絡ノートを使うなど、
医療と介護の連携はスムーズです。
「顔が見える関係があるので緊急時も電話 1 本でそれぞれ
迅速に動けます」と話し、患者さんとご家族を中心とした
多職種の有機的なつながりを大切にしています。

訪問看護ステーションきよた 所長
まむら

ま

ゆ

こ

間村 麻夕子

訪問看護の流れ

まずは
ご相談
ください

訪問看護の対象となる方
●医療保険に加入されている方
●要介護・要支援の認定を受けている方

※年齢や利用されている医療機関は問いません

カンファ
レンス

サービス提供地域
札幌市清田区・豊平区・白石区・厚別区、北広島市

訪問看護で行う主なケアとサービス

移動
利用者さんの
お宅へ

問診・聴診・
血圧や脈拍
などの測定

リハビリ
テーション

健康状態の観察

緊急時訪問

日常生活の援助

内服管理

医療機器や器具などの
操作援助・管理

医師の指示による
診療の補助

清潔の援助

床ずれ予防・処置

リハビリテーション

物忘れや老化に伴う
症状へのケア

終末期ケア

ご家族などへの
介護支援・相談

社会医療法人 札幌清田病院

訪問看護ステーションきよた
〒 004‐0831
札幌市清田区真栄 1 条 1 丁目 1‐15 ウィステリア清田 1F

ご家族の声
訪問看護があるので
本人も家族も安心して過ごしています
がんを患っていた父の訪問看護に 7 年間来
ていただき、現在は高齢になった母の健康管

☎ 011‐883‐6161
℻ 011‐883‐6001
営業時間 月～金／ 9：00 ～ 17：00
休業日

土・日・祝

理をお願いしています。毎週 1 回の訪問看護

●訪問可能時間帯：24 時間対応

で、看護師さんが血圧や脈拍を測り体調を診

●緊急時訪問看護：対応

てくれます。室内でリハビリテーションをし

利用料金 介護保険と医療保険で異なります

たり、天気が良ければ一緒に歩行練習もして
くれます。高齢になると足腰が弱り、気温の

登録利用者数：74 人
（緊急時訪問看護に対応しているのは 67 人）

変化も体の負担になるようですが、看護師さ
んに気軽に相談できるので、本人も家族も毎
日安心して過ごしています。

訪問看護をご希望の方は
かかりつけ医やケアマネジャー
または当事業所へご相談ください

札幌清田病院では、地域の各医療機関と連携・協力しながら
地域の皆さまに適切な医療を提供できる体制を整えています

つながる
支える
連携医療機関

医療法人

ほし内科消化器科クリニック
札幌市清田区北野 3 条 2 丁目 13‐57
☎ 011‐881‐5551
内科、消化器内科、呼吸器科内科、循環器内科

自宅で自立した生活を続けられるよう
患者さんの健康管理をお手伝い

んのその後の人生を左右する」と考え、責任ある医療に日々

かかりつけ医として 15 年目

取り組まれています。

星秀樹院長は 2004 年 6 月に山田内科医院を継承し、地
域住民のかかりつけ医として、日常疾患や生活習慣病（高

専門病院との連携は医師の大切な役目

血圧・糖尿病・高脂血症）のコントロールを中心に診療を
されてきました。

患者さんが体調の変化や悪化で来院された場合には、最

「患者さんの多くが近隣にお住まいの高齢者です。病気
を抱えていても、より良い状態で自立した生活が維持でき

初に正確に診断することが重要になるため、早い段階で専
門病院に検査を依頼されています。

るよう、健康管理するのが私の役目だと思っています」と
星院長はお話しされます。高齢者は老

消化器科の救急処置や検査が必要なときには、
「すぐに札

化という過程に加えて全身の障害を伴

幌清田病院に連絡を入れます。血液疾患や膠原病が疑われ

う疾患を持つことが多いため、「慢性

る場合も、専門医がいるので患者さんを安心して任せられ

期に医師がどう関わるのかが、患者さ

ます」と、当院と円滑に連携

自宅で待っている猫のメインクーンの
星 秀樹 院長

胃潰瘍からの出血や、大腸の炎症による強い痛みなど、

世話とカラオケでリフレッシュ
しています。大きな声を出して

しながら、患者さんに必要な
医療を適切なタイミングで提
供されています。

歌うと舌の運動になります。

札幌清田病院への交通アクセス

外来診療時間のご案内

●中央バス
JR 札幌駅 発

診療科目

「清田団地入口」停
下車

（平 50）平岸線

地下鉄東豊線
福住駅 発

（福 80）月寒本線
（福 85・86）清田団地線
（福 87）有明線
（福 88）真栄団地線
（福 96・97）柏葉台団地線
（福 113）大曲光線

地下鉄東西線
大谷地駅 発

（大 87）有明線
（大 88）真栄団地線

Quality of Life

社会医療法人

呼吸器内科

12：00

月～金
土

循環器内科

（97）千歳線・広島線
中央バス
（96）柏葉台団地線
札幌ターミナル 発
（113）大曲光線
地下鉄南北線
平岸駅 発

9：00

内科・消化器内科・
腫瘍内科・血液内科・
リウマチ科

（80）月寒本線
（85）（86）清田団地線
（88）真栄団地線

※受付は 30 分前から

火・水・金
第 1・第 3 水
第 1・第 3 土

外科・消化器外科・
肛門外科・内視鏡外科

月～土

※緩和ケア内科については、お問い合わせください

【休診日】日曜日・祝日

※夜間・休日・時間外の急患は
当直医師により随時診療
【売店営業時間】
平日 8：45 ～ 17：30
土曜日 8：45 ～ 15：00

「真栄」停
下車

札幌清田病院

〒 004‐0831 札幌市清田区真栄 1 条 1 丁目 1 番 1 号

ホームページ

http://kiyota-hp.or.jp/

TEL：011‐883‐6111

FAX：011‐882‐7477

17：00

