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並木病院は地域の発展を応援しています。 
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　新年あけましておめでとうございます。昨年は、世界中を

震撼させた東日本大震災や大雨による被災等で日本中が大変

な一年でした。被害を受けられました皆様には心よりお見舞

い申し上げるとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。 

　昨今医療機関も国の施策によりIT化が求められています。

医療に従事する多種多様な医療スタッフが、各々の高い専門

性を前提に、業務を分担しつつ互いに連携・補完し合い、患者様の状況に的確に対

応した医療を提供するというチーム医療を推進していくため、情報共有しやすい電

子カルテはとても有効です。当院においても4年前より電子カルテ導入に向けて準

備を始めました。平成21年1月に会計や

診療報酬請求の機器（医事会計システム）

を電子カルテに対応できる機種に変更し、

同年の9月レントゲンシステムのデジタ

ル化移行を経て、昨年9月の電子カルテ

導入に至りました。また、先日参加した

震災後の学会でも、電子カルテの話題が

たくさんありました。電源さえ確保できれば電子カルテは起動でき、サーバー内の

データーが無事であれば過去のデーターの閲覧もできます。しかし、崩壊した建物

内からのカルテやレントゲンフィルムを探し出す作業は大変な苦労だったと聞きま

した。当院におきましても、電子カルテの中に患者様の情報がいっぱいになるよう

に歩き始めたところです。これからも地域の皆様と共に歩んでいきたいと思います。 

並木病院　事務長　立木　博己 

理念

愛をもって誠を尽くす
1.相手の立場・心情を尊重し、最善の方法 
　を継続して提供する。 
2.自らの行動に責任を持ち、職務心得に則 
　り絶えず評価・反省を怠らない。 

（シンボルマーク） 
2010.7.25更新認定されました 

電子カルテシステム 
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『特養と老健』って 
　　何が違うのかしら？ 
『特養と老健』って 
　　何が違うのかしら？ 

医療相談課までお気軽にご相談ください。 

老　　　健 特　養（特別養護老人ホーム） 

正 式 名 称  介護老人保健施設 

医　　　　師 常勤の医師が１人以上います。 医師の往診があります。 

薬 剤 師  非常勤の薬剤師がいます。 配置義務はありません。 

看 護・介 護 
職　　員 

入所者3人に対して1人以上 
必要です。 
（100床では34人配置）  
　　　　　　↓  
　　　　　内　訳  
看護師10人　介護士24人  
看護師が多く、医療に重点を 
置いています。 

入所者3人に対して1人以上 
必要です。  
（100床では34人配置）  
　　　　　　↓  
　　　　　内　訳  
看護師3人　介護士31人  
介護士が多く、ケアに重点を 
置いています。 

リ ハ ビ リ  
ス タ ッ フ  

入所者100人に対して1人以 
上必要です。 
（200床では2人配置） 
☆ 理学療法士 
☆ 作業療法士 
☆ 言語聴覚士 
　　　　　の資格が必要です。 

入所者100人に対して1人以 
上必要です。 
（200床では2人配置） 
左記以外にも、 
☆ 看護職員 
☆ 柔道整復師 
☆ あん摩マッサージ指圧師 
　　　　　　も認められます。 

退 所 支 援  
どちらの施設も、可能な限り在宅生活への復帰を目指し、サー 
ビス提供が行われます。 

看護、医学的管理下での介護、 
機能訓練等の必要な医療、日 
常生活のお世話を行ないます。 

入浴・排泄・食事等の介護等 
の日常生活の世話、機能訓練、 
健康管理、療養上のお世話を 
行ないます。 

サービス内容 

要介護状態にある方 要介護状態にある方 入所対象者  

介護老人福祉施設 
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平成23年11月5日より、荒池北地区の町名町界変更に伴い、当施設の住
所が変更となりました。 

住所表記が変わりました。 

　認定看護管理者とは、日本看護協会認定看護管理者審査に
合格し、管理者として優れた資質を持ち、創造的に組織を発
展させることができる能力を有すると認
められた看護師です。認定看護管理者は、
多様なヘルスケアニーズを持つ個人、家

族及び地域住民に対して質の高い組織的看護サービスを提供すること
によって保健医療福祉に貢献しています。 
　現在、全国に1,339名、愛知県に75名の認定看護管理者の登録が
あり、当院では本年、苅田看護部長が、認定看護管理者の認定を受け
ました。 

認定看護管理者：看護部長　苅田弘美 

認定看護管理者とは 

　2011年6月、認定看護管理者の資格を取得しました。認定審査を受
けることは、私にとっては分不相応なチャレンジと思いましたが、並
木理事長、山本院長の奨めと病院職員の皆さんの協力を背景に、3C（チ
ャンス・チャレンジ・チェンジ）の精神でトライしました。 
　資格を得たというだけで、本来の使命はこれからです。社会情勢の
変化、多様化するヘルスケアニーズ等を踏まえ、地域に求められる並
木病院の役割を把握し、看護部が担うべき患者さん本位の看護・介護

の推進に努力していきたいと決意を新たにしています。課題は山積ですが、並木病院の強
みであるチームワークを活かし、他職種協働チーム医療の充実を図り、患者さん、ご家族、
そして私たち職員も満足できるサービスの提供を目指していきたいと考えています。 

ごあいさつ 

看護部長　苅田弘美 

並木病院 
ケアプランセンター平針なみき 
デイケアセンター平針なみき 
ヘルパーステーション平針なみき 

介護老人保健施設メディコ平針 

（新住所） 
　天白区荒池二丁目1101番地 

（新住所） 
　天白区荒池二丁目1201番地 
 



並木会では週1回/土コース・週2回/火金コースで 
ホームヘルパー2級講座を開校しております。 
詳しい日程等については随時お問い合わせください。 
 
受講料60,000円　　定員20名 

厚生労働省教育訓練給付制度対象講座 

24時間保育施設あり 充実した 
実習施設 

外来診療 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・ 

H２３.１１.１時点。変更する場合もありますので、お問い合わせください。 

ホームヘルパー2級講座開校 

知って得する！まめ知識 

職員募集 

■看護師、介護職員 
　（担当　看護部　苅田） 

担当　後藤　TEL 052‒848‒2000

■交通のご案内 
●公共交通機関でお越しの場合 
　地下鉄鶴舞線、平針駅または赤池駅より徒歩10分 

アクセス 

〒468-0013 名古屋市天白区荒池二丁目1101番地 

ホームページ：http://www.namiki.or.jp/
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TEL（052）848-2000  FAX（052）848-2020  

医療法人  並木会  

並木病院 
■並木病院別館地域交流室……… 
■並木クリニック………………… 
■グループホームほっと館なみき 
　 
介護老人保健施設 
■メディコ阿久比………………… 
■メディコ春日井………………… 
■メディコ守山…………………… 
■メディコ平針…………………… 

TEL（052）848-2067 
TEL（052）691-2000 
TEL（052）691-2515 
 
 
TEL（0569）48-1156 
TEL（0568）88-6000 
TEL（052）736-5585 
TEL（052）802-0023

特別養護老人ホームもありますのでご相談ください。 

環境に配慮して大豆油インキを使用 
しています。 

この印刷製品は、環境に配慮した 
資材と工場で製造されています。 

検査 

内科 内科 内科 内科 内科 内科 
循環器科 神経内科 神経内科 消化器科 

内科 

胃カメラ 胃カメラ 胃カメラ 胃カメラ 胃カメラ 
腹部エコー 腹部エコー 腹部エコー 腹部エコー 腹部エコー 
心エコー 心エコー 
内科 内科 内科 内科 内科 
神経内科 呼吸器科 消化器科 心療内科 

心療内科 

リハビリテーション科 リハビリテーション科 内科 
神経内科 

午後 

午前 

Ⅰ 
月 火 水 木 金 土 

Ⅰ 

Ⅱ 

人工透析 人工透析 人工透析 人工透析 人工透析 人工透析 

Ⅱ 
皮膚科 循環器科 Ⅲ ９：００ 
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院内開催行事予定 
当院では、地域の皆様に向けて健康増進の一環

として、ロビー講演を
毎月１回開催しており
ます。お気軽にご参加
ください。 
詳細は並木病院ホームペー
ジをご覧ください。 

 

■登録ヘルパー 
　（担当　地域交流課　寺田） 

http://www.namiki.or.jp/

＊前号のクイズの答え 
　ギンポでした。 

本号では、寒い冬に欠かせない体
を温める食材をご紹介します。も
ち米・かぶ・かぼちゃ・さつま芋・
にら・いわし・エビ・牛肉・酢・味噌・くるみ・シナモン・
生姜・にんにく等です。組み合わせを工夫して体を中から
温めましょう。 
※牡蠣や蟹、みかんや柿は体を 
　冷やすので注意して下さいね。 


