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写真は通所入園式

暑い 夏が終わり︑ 秋風が涼し く感じ
られるこの頃です︒

さて 今年度九月か ら当センター の新
規事業 として︑乳 幼児通所が開 始され

ました︒ これは﹁ 東京都重症心 身障害

児 者
( 通
) 所事業実施 要綱﹂に基 づき運
営する もので︑在 宅の重症心身 障害児
とその ご家族への支 援を目的と するも

のです︒ 対象は就学 前の子ども達 で︑
医療的 ケアが必要で あるなど重 度の障

害を持 ち︑地域の 母子通園など の療育
機関の 利用が難しい お子さん達 を対象

としています︒
今年度 は週二回クラス ︵火︑木 ︶が

六名︑ 週一回クラス ︵水︶が 四名の利
用者で 開始となりま す︒原則親 子での

通園で︑ グループ による療育指 導を基
本にしな がら︑個別 に配慮し︑ 個別の

お子様 に必要なサー ビスを総合 的に検
討しなが ら進めていきま す︒スタ ッフ

は︑担 当の心理士︑ 保育士︑看護 師︑
医師のほ かにリハビリテ ーショ ンのス

タッフ ︑栄養士︑医療 ソーシャ ルワー
カー などとも連携 をとりながら 多面的

に支援 をしていく予 定です︒年 間の行
事は︑ 入園式︑誕生会 ︑オータ ムフェ

スティ バル︑ひな まつりなどの 季節行
事のほ かに︑いつ もはお仕事な どでな

かなか 来られないご 家族を招い ての家
族参観なども予定しています︒

この 事業は当セン ターの地域 療育支
援室が中 心となって 実施し︑上 記以外
にも事 務や医事など あまり表面 には出

ない縁 の下の力持ち 的な色々な 職員な

どの協 力を得て準備 を進めてま いりま

し た︒ まだ 年
1 目 で︑ う まく いか ない
ことも 多々あろうか とは思います が︑
この通 園をとおして 少しでも地 域の障

害児や ご家族の生活 を支援する ことが
できれば幸いです︒

バルーン作成の様子

担当職員紹介の様子

などで見 覚えのある洋 服をみると︑ な
んだか嬉しく思ったりもします︒

や他部門 の方々と接す る機会が少 なく
寂しく思っ ております ︒しかし︑ 病棟

築設備 ・防災設備・ 通信設備等 の多種
多様に渡 ります︒当 センターの ライフ

三年が経 ちました︒ 業務分けでは ︑電
気設備 ・熱源空調設 備・衛生設 備・建

ンター 開所に先駆け て︑平成十 七年九
月十三 日より維持管 理業務を開 始し約

当セン ター中央監 視室はセ

関する 諸資格を持つ ことが必須 条件で
す︒

物の規 模︑用途 等により設置 が義務付
けられ ︑配置さ れる私達も警 備防災に

時二名 交代で二十四 時間勤務を してい
ます︒ 防災センター は東京都 条例で建

正面玄 関入口の﹁ 防災
センタ ー﹂が私 達六名の職場で す︒常

医 事

軽に声を掛けて下さい︒

今後も 皆様が少しで も快適に過 ごせ
るように 頑張りたいと 思いますので ︑

ライン を八人が二十 四時間体制で ︑ご
利用者 ・スタッフ の方々の快適 なご利

主要 業務は警備業 法の基本原 則であ
るお客 様の﹁生命︑ 身体︑財 産等の侵

設 備

託業者の紹介をさせて頂きます︒
宜しくお願いいたします︒

用と円 滑な運営を目 標に維持管 理に努
めて居り ます︒又︑ 機械室で無 骨な精

害の発 生を警戒︑防 止し得る事﹂ にあ
ります ︒その為に非 常時の場合︑ 如何

警 備

く︑現在十六名で医事事務・各科受付・
私 達は ︑ 今 年六 月 一日 よ
電話交換といった業務を行っています︒ りお食事 の提供を担当 しております ︑

わ た した ち は ︑ 受 託 当 初
からメン バーもほと んど変わるこ とな

ベストフードサービス︵ 株︶です︒
当社は 病院・老人福 祉施設等︑ 関東

鋭です が︑笑顔・ お客様が絶え ない賑
やかな 中央監視室の 面々が︑皆 様のご

に適確 に対応できる かが私達の 課題で
す︒ 毎月センター での防災訓 練とは別

委託業者紹介

個性豊かで︑とてもにぎやかなメンバー
ですが︑ 互いに助け 合い協力しあ う気
を中心に六 十ヶ所の施 設を請け負っ て
いますが ︑重症児 施設でのお仕 事は初

相談・ 緊急対応・営 繕等を遂行し ︑頼
りにな る中央監視員 としてお役 に立と

に︑ 週一回自主 防災訓練を実 施してお
ります ︒平常時は心 やさしいニャ ンコ

当院を 日頃から支え てくれてい る委

持ちを持ち合わせたメンバーです︒
為せば成る為さねば成らぬ何事も・・・

めてです︒ 年間行事の﹁ オータムフ ェ
スティ バル﹂では ︑栄養科とし て模擬

うと頑張 っています ので︑お気 軽にお
声を掛けて下さい︒

助となるべく日夜頑張っております︒

顔の守 衛さんで︑ 非常時は厳 しい猛慮
顔の警 備員として皆 様の安全を 守る一

早くか ら夕方まで三 六五日︑七 人から
八人体制 で︑当セン ター全域の 清掃を

私達 ︑ 清 掃 部 は︑ 毎 日 朝

合わせて 皆様に美味し くて楽しい︑ 生
活感を味 わいながら︑ 喜んで頂 ける様

良好な衛生的環境の確保
建築物の延命

三 美観の維持︑向上
といっ た清掃の三原 則を目標とし ︑ご

一
二

行っ ております︒ 清掃作業をす るにあ
たっての目標としまして︑
ピンクの ユニフォー ムの私達 を見か
けたら声を掛けて下さい︒

な食事作り を頑張って 参りますので ︑
どうぞ宜しくお願い致します︒

いらして下さい︒
まだ未熟 ですが︑従 業員一同︑ 力を

給 食

一同︑ 明るく楽しく を忘れずに毎 日頑
張ってい ます︒そし てこれからも︑ 人

店を担当 します︒ 初めての行事 で私達
も楽しみ にしています ので是非遊 びに

私たちは︑二名のスタッ

利用者︑スタッフの皆様が︑当センター
で安全 で快適に過ご す事ができる 様︑

日ごろの作業に従事しております︒
現在︑ 清掃部員十 一名︑全員 いつも
ニコニ コ明るい人達 ばかりです︒ 何か

お掃除 で気になる所 がありまし たら気

設備・清掃・警備の委託職員の皆さん

清 掃

のつなが りを大切にし ︑元気をつ くる
私たちでありたいと思っております︒

洗 濯

フ で業 務を 行っ て おりま す︒
業務の内 容は洗濯物の 洗濯・補修︵ ボ
タン付け︑ 紐つけ︑ 縫いなど︶を して
病棟に届 けることです ︒毎日八時 三十
分から十七時まで洗濯室にて業務を行っ
ておりま すが︑なか なか入所者の 皆様

給食委託職員の皆さん

医事委託職員の皆さん

新人紹介

の楽しさを ﹂との願い から︑東部 療育
センター 内に設置さ れ三年目に入 りま

おもちゃ 図書館は︑ ﹁障害のあ る子
供たちに おもちゃの すばらしさと 遊び

にとっ て︑絶えず 受けている重 力から
解放され︑ ゆった りぷかぷかと 水に浮

あげられ ると思います ︒普段寝 ている
姿勢をと っている ことの多い重 症児者

このプ ールにお ける活動の良 いとこ
ろのひと つに心身のリ ラックス 効果が

おいては通 年でプール 活動を行っ てい
ます︒

れたご 家族の皆様も 楽しそうでし た︒
福祉バ スの運転士さ んや添乗員 の皆さ

花火大 会の雰囲気を 満喫しました ︒あ
ちらこちら から﹁たまや 〜﹂︒ 参加さ

Ｄを使っ てデイルー ムの真ん中 のスク
リー ンに花火の映像 を流し︑ひ と時の

ヨー ヨー︑変 身プリクラ体験 などをし
ました︒ 午後からは ︑盆踊り大 会やＣ

た︒ 午前中は屋外 療育場の小川 を利用
しての魚すくい︑芝生の上での的当て︑

おりま した︒小 児神経および 小児精神
分野を 専門としてお ります︒ かなり前

とにな りました︒ 以前は小児 科医とし
て大学 病院やその関 連病院に勤 務して

本年 四月より当セ ンターに 勤めるこ

荒井 康裕先生
︵三階西病棟医長︶

した︒地 域療育支援室 と共に︑ボ ラン
ティア六 名とおもちゃ ドクター一 名で
くことは とても楽しい 経験です︒ 職員
の歌声に 合わせて身体 を水中で左 右に

の事で すが︑カ ナダ・トロン ト小児病
院に留学していたこともあります︒

八月 八日に通所で 夏祭りを行 いまし

運営して います︒毎 週火曜日 午 前十
時三十分 から午後三時 三十分まで︑ 二

ゆっく りと揺らしても らうと︑ 最初緊 ん︑ リハ科スタッ フの協力を得 て楽し
張していた表情や身体は解きほぐされ︑ いひと時を過ごしました︒

色々 な施設で経験 してきた良 いとこ
ろを当 センター の中で活かせ ていけれ

今回は︑ おもちゃ 図書館とプー ル活
当セン ターには 一年間使うこ とので
動と通所の夏祭りについて紹介します︒ きる温水プ ールがあり ︑病棟・ 通所に

階プレー ルーム前で 開いています︒ お
もちゃの 貸し出しや修 理も行って いま

心身ともに リラックス していきます ︒
さながら 温かいプー ルの中で一 時の南

ばと考えております︒
どうぞ宜しくお願いします︒

プール活動の様子

夏祭りの様子

順天堂大学医学部
小児科・思春期科講座
客員准教授
臨床心理士・医学博士

すのでご利用下さい︒
子供た ちの発達を促 すだけでなく ︑

国気分です ︒立派なプ ールがあり︑ 皆
さんプー ルが大好きな ので︑こ れから

パスポー トのいらない 南国リゾー トへ
またいきましょうね︒

当センターの裏庭

もプー ル活動を継続し ︑機会を 少しで
も増やし ていければと 考えています ︒

ご家族の 交流の場にも なるよう活 動し
ていきたいと思います︒

おもちゃ図書館のボランティアさん

護療育シ ステムを導入 し︑平成十 八年
四月に稼動しました︒

当センタ ーは重症児︵ 者︶施設 では
初めてと なる電子カル テシステム と看
稼動か ら二年半が経 過し︑稼 動当初
のシステ ムの不具合や 操作の不慣 れな

きるよう にペンタッ チを用いシ ステム
への入力作業の向上を図っています︒

東部あれこれ

七月

︼

今年 の七月から九 月にかけて 当院で
行われた行事等について紹介します︒
︻

︻

九月

︼

二日 ︑東京湾北部 地震︵Ｍ七 ・三︑
震度六 以上︶を 想定した総合 防災訓練

が行わ れました︒ 当日は院長 以下三十
名の各 部各科の職員 ︑委託職 員が参加

平成 二十一年度予 算要望に向け て︑
三日と 八日に院内各 部からヒア リング

どでシス テムを使う不 便さを感じ てい
た職員も︑ 操作にも十 分慣れ︑ 機能の
理 解 も深 ま り ︑ シ ステ ム の 便 利
さ が 明確 に な っ て きた の で は な

を実施しました︒
を実施しました︒
また︑看護師募集活動の一環として︑
三日 に秋津療育園 の五十周年 記念式

し︑ 災害対策本 部を設置して 被害状況
の把握 ︑非常食 の保管場所の 確認など

い でし ょ う か ︒ 電 子 カル テ の 重
要 なメ リ ッ ト と して ︑ 部 門 ︑ 職

十九日︵ 土︶に仙台︑ 二十七日︵ 日︶
に東京 ビックサイ トにて開催さ れた看

があり ︑院長︑ 事務長︑療育 部長が参
列しま した︒同日︑ サービス の基本と

種 ︑ 時 間帯 を 問 わ ずど の パ ソ コ
ンでもカルテの参照や入力ができ

護フォ ーラム﹁合 同就職説明会﹂ へ参 なる接 遇の研修会が 三階研修室 で開催
加し︑当センター のＰＲを行いました︒ され︑ 多くの職員が 参加︑熱心

このシ ステムの特徴 として︑電 子カ
ルテシス テムは急性期 の病院で使 用す
る一般的なシステムですが︑
看護 療育 シス テム は 障害 児
︵ 者︶ 施設 で使 われ る療 育
の実 践を シス テム に 反映 さ
せる ため の工 夫を し てい ま
す︒看護︑活動︑リハビリ︑
る の で︑ 情 報 の 共 有や 収 集 が 簡
単 で す︒ 字 が 読 み やす い の で 指

に聞き入っていま
した︒

八日 に通所夏祭り が行われ通所 者︑
保護者 ︑職員でひ とときを楽し みまし

︼

た︒ また療育部で は開設以来初 めてと
なる﹁ 花火を楽しむ 夕べ﹂を催 しまし

わか 草第八号をお 届けします︒ 副院
長の巻 頭言にもある ように幼児 通所が

八月

大 き なカ ル テ 庫 がい ら な い ︑ 外
来でのカルテの出し入れ作業がな

た︒ いろいろな人の お手伝い︑ 協力を
得なが ら︑十九日 と二十日の夜 六時四

始まり ました︒これ で︑通所 は成人と
幼児の 両輪が揃いま した︒当 院の行う

︻

いことなど業務効率もいろいろな
面 で 向上 し て い ます ︒ 使 い 慣 れ

十五分 から七時十五 分まで駐車場 で︑
打ち上 げ花火や仕掛 け花火のナ イアガ

在宅の 利用者様やそ のご家族へ の支援
も︑ 少しずつで すが充実して きていま

示 も 確実 に な り ます ︒ 字 が 読 み
やすいので指示も確実になります︒

て く ると 紙 ベ ー ス より 遥 か に メ
リ ッ ト の方 が 大 き いの で は な い

ラなど盛 りだくさんのメ ニュー で入所
者︑ 保護者︑職員 ともすっか り堪能し

しましょう︒ 新コラムもお楽しみに！

当院は 支えられてい ることを知っ てい
ただけ れば幸いです ︒第８号 が発行さ
れる頃 にはすがすが しい秋晴れ を期待

たしま した︒次 号も委託業者 の紹介は
続きますが︑色々な方たちが協力して︑

編集後記

でしょうか︒

ました︒

非常食

す︒ また今回は 当院を一生懸 命支えて
くださ っている 委託業者のご 紹介もい

当院にある

通所 ︑ 地域療 育支 援︑ 看 護
相談 など 広範 囲の 業 務を カ
バー し ︑複 数の 部門 かつ 職
種に 渡る 情報 も参 照 や入 力
ができるようにしています︒
例と して ケー ス 会議 の記 録
など 各部 門で 入力 し た情 報
でも その 内容 が一 目 でわ か
るよ うに して いま す︒ さ ら
に共 有フ ロー シー ト と呼 ん
でいる画面では電子カルテ・
オー ダ リン グか らの 情報 と

〜当院での総合情報システムについて〜
当センターで使用しているＰＤＡ
写真は食事量の入力画面
︵ペンタッチで簡単に入力できます︶

でのナイアガラ花火

看護 療育 シス テム で 作成 さ
れたさま ざまな記録が 参照できる よう
になって おり︑重要 なイベントや 記録
等にチェ ックを付け ることで過去 の重
要な情報 を生涯カルテ として参照 する
ことができ ます︒機器 の面では︑ 病棟
や通所に は︑食事・ バイタル・排 泄・
入浴など の情報をその 場で入力に でき
るようにＰ ＤＡ︵携帯 情報端末︶ を導
入してい ます︒誰で も簡単に入力 がで

「花火を楽しむ夕べ」

カッティングエッジ

