TOPIC

地域包括ケア病床 2019 年度稼働状況のご報告

2018 年 8 月に開設した地域包括ケア病床は、2019 年 9 月にベッド数を 5 床増やし、現在 26 床（うち個

May
2020

室 11 床）で稼働しています。2019 年度の在宅復帰率（死亡退院・再入院除く）は 78.9％でした。
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「楽しく生き、幸せに死ねる」地域医療と介護を目指します。
老いても足であるくまち
老いても口からたべるまち 西東京
You can walk, you can eat, forever! West-Tokyo
City
① 急性期、慢性期、在宅を繋ぐ医療を提供します。
② 地域医療と介護の融合を目指します。
③
④

患者さまとその家族の立場に立った医療と介護を提供します。
職員が健康で楽しく働ける職場を目指します。
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2020 年 4 月 介護療養型医療施設を介護医療院に転換

はじめます！
2020 年 5 月、田無病院は高齢者看取り支援のための高齢者総合支援外来を開設致します。望まない医療行
為を受けることなく、自然な看取りを迎えたいと考える高齢者の方々を、地域の医療と介護に関わってきた経

2020 年 4 月 1 日より、当院の介護療養型医療施設（中央３階棟、南棟）が介護医療院に転換となりました。
これまで公的な介護保険施設には、特別養護老人ホーム（特養）、介護老人保健施設（老健）、介護療養型医療
施設（療養病床）の 3 つがありました。介護療養型医療施設が廃止されることが決まり、それを引き継ぐ形で
2018 年 4 月に創設されたのが介護医療院です。

験と情報でサポート致します。

第 1・３ 金 曜日 午後 （予約制）
平均寿命が延び、人生 100 年といわれる時代に
なりました。しかし、高齢になれば体力も落ち、病気
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介護療養型医療施設
2023年度末で廃止
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と」が増えてきたとき、ご自身の意思が表せない、

介護医療院とは？

口から食べてもむせてしまうとしたら、それからの
人生をどのように過ごしたいと考えますか？
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介護医療院は介護療養型医療施設の機能を引き継ぎ、長期に療養が必要な要介護の高齢患者(利用者)に対
し、施設サービス計画に基づいて医療・介護を提供する施設です。また、介護療養型医療施設が持っていたこれ

こういち
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らの機能に加え、介護医療院では、生活支援を重視し、「住まい」の機能を持つことが特徴です。

瘻などの人工的な栄養補給によって少しでも長く
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介助などのほか、洗濯や掃除と
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中で、機能的な老いの流れに逆らわず、自然に静か

ア（看取り）を支える役割も担っています。投

いった日常生活上の支援も行

家具で仕切られています。

に人生の終わりを迎えたい、でも今いる施設では

薬や処置、検査なども必要に応じて提供され、

われます。さらに医師の診断の

4 人部屋であってもプライ

それがかなわないといった実情があってお困りの
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下、健康管理や機能訓練として
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いが、自宅や老人ホームでは不安」という利用

のリハビリテーションが行われ
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時を過ごしていただけるようにお手伝いすること

者や家族の安心感につながっています。

ることもあります。

です。

望む方もいます。これらの選択を尊重するため、意
思決定が可能なうちに本人と家族をはじめとする
気を許した人たちの間で道筋を考えておくことが
大事です。
しかし話し合う機会や考えをまとめる余裕がな
く、疾病によって救急病院へ搬送された場合、医療
処置はガイドラインに沿って粛々と進められ、摂食
や嚥下機能に回復が見込めなくても経管栄養や胃
瘻造設が行われることがあります。

現在生活の場の中での看取りは少しずつ増えて
います。しかし、高齢になれば自宅で暮らし続けら
れなくなる方は多く、住み慣れた施設でも「食事が
摂れなくなったら退所してください」といよいよ衰
弱が目立ってから看取りをしてくれる他の施設や
医療施設へ移らざるをえなくなることがあります。
私たちの病院の外来には、食事が摂れなくなった

を主眼に置いています。また、いよいよ食べられな
くなったけれど次にどのような方法があるのかわ
からなくて困っている家族には、患者さん本人の今

主に費用とプライバシーの 2 点があげられます。

までの人生や家族、友人との関係性、もともとお持

費用面については、介護保険サービスの利用者負担金だけではな

ちの人生への希望などを伺いながら、とることの

く、食費・居住費がかかります。入所が長引けばトータルの費用が高額

できる選択肢を一緒に考えていきます。

になる事もあります。

医師だけでなく、看護師、ソーシャルワーカーな

居室は完全な個室ではなくパーティションや家具などで仕切られて

ど病院の多専門職種が連携し対応することでより

いるため、病院ほどではありませんが、隣の物音が気になる方は注意

良い支援を目指しています。少しでも興味をお持ち

が必要です。一般的な老人ホームの個室と比較した場合、プライバシ

になりましたら、気軽にお問合せ下さい。

ため「入院させてほしい」と親御さんを連れてくる
家族や、栄養状態がかなり落ちこんだところを救急
車で運ばれてくる方もいます。

多床室に設置されたパーティション

ーの確保という点で若干不安を感じる方もいるかもしれません。

介護医療院は、介護が必要な高齢者の長期療養・生活施設であると明確に定義さ
医療福祉連携部 ☎042-461-7225
受付：月曜～土曜 9：00～12：00
13：00～16：30

れています。病院に入院するほどではないが医療ケアが不安、ある程度の医療ケア
が必要で長期の入所が必要という方は一度ご相談ください。
お問い合わせ TEL 042-461-2682 （代表）

