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訪問看護訪問看護訪問看護訪問看護ステーションのステーションのステーションのステーションの

一橋病院訪問看護ステーションは、ご家庭

「訪問看護指示書」に基づき、看護師がケアマネジャーや

携を取りながらご自宅を訪問いたします。

訪問看護の内容は、医療機器・カテーテル

療養指導、リハビリ、服薬管理等を行い

住み慣れた地域で、住み慣れた我が家

養されている方の「生き方」に寄り添う

おおおお申申申申しししし込込込込みみみみ方法方法方法方法

◆ かかりつけ医師に、ご相談ください◆ かかりつけ医師に、ご相談ください

◆ 担当のケアマネジャー、地域包括支援

又は直接訪問看護ステーションにお

ステーションのステーションのステーションのステーションの紹介紹介紹介紹介

家庭で療養されている方へ主治医の

ケアマネジャーや各種機関と相談・連

。

カテーテル等の管理、褥瘡予防、介護相談・

所長 小倉 和代

ます。

で安心して過ごせるよう、ご自宅で療

訪問看護を心掛けています。

ください。ください。

地域包括支援センター

ステーションにお気軽にご相談ください。

一橋病院訪問看護ステーション

〒187-0045

東京都小平市学園西町1-18-10

セドナ一橋101

ＴＥＬ 042-343-2022



インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザ対策対策対策対策

～インフルエンザに罹

インフルエンザとはインフルエンザとはインフルエンザとはインフルエンザとは？？？？

インフルエンザウイルスが原因インフルエンザウイルスが原因

や全身の倦怠感などの症状が特徴

感染力が非常に強く、症状が激

普通の風邪とは区別すべき病気

感染のしくみ

①咳・くしゃみに含まれているウイルスが

るいは空気中に浮遊しているうちに

に吸い込まれる→飛沫感染

②ドアノブや手すりなどウイルスの

感染する。→接触感染

主に①といわれています。

予防対策予防対策予防対策予防対策①①①①

インフルエンザワクチンの接種

・予防接種を受けておくことで発病

・リスクを下げることが期待できる

予防対策予防対策予防対策予防対策②②②②

◆外出後は手洗い・うがいを行う。

◆人ごみを避ける。

◆咳エチケットをする。(マスクをするなど

◆適度な湿度を保つ。

（ウイルスは低温・低湿を好みます

◆十分な休養を心掛ける。

対策対策対策対策をををを

罹らない うつさない～

2階病棟看護部

原因で起こる病気で、突然の発熱原因で起こる病気で、突然の発熱

特徴です。

激しく重症化しやすいなどから、

病気です。

まれているウイルスが、そのままあ

しているうちに、他の人の呼吸器

すりなどウイルスの付着した物に触れて

発病や重症化を防ぐ。

できる。

。

マスクをするなど)

みます。）



医薬品副作用救済制度医薬品副作用救済制度医薬品副作用救済制度医薬品副作用救済制度

医薬品副作用救済制度とは、病院・診療所

たお薬を適正に使用したにもかかわらず発生

要な程度の疾病や障害などの健康被害について

今回は、簡単にこの制度の説明をいたします

まずこの機構は下図の制度によって維持されています

生じてしまう副作用の救済のために、すべての

を集めて運用しています。

給付には大きく分けて7種類用意されています給付には大きく分けて7種類用意されています

１．入院治療を必要とする程度の健康被害

①医療費 ②医療手当

２．日常生活が著しく制限される程度

③障害年金 ④障害時養育年金

３．死亡した場合

⑤遺族年金 ⑥遺族一時金

医薬品副作用救済制度医薬品副作用救済制度医薬品副作用救済制度医薬品副作用救済制度

薬剤科 菊池 考明

診療所で処方されたお薬、薬局で購入し

発生した副作用により、入院治療が必

について救済する制度です。

をいたします。

されています。一部の患者様に一定数

すべての医薬品製造販売業者から搬出金

されています。されています。

健康被害で医療を受けた場合

程度の障害がある場合

障害時養育年金

⑦葬祭料



給付の対象にならない事例があります

１、法定予防接種を受けたことによる

(任意に予防接種を受けたことによる

(法定予防接種には別の救済制度があります

２、医薬品の製造販売業者などに損害賠償

３、救命のため、やむを得ず通常の使用量

による健康被害で、 その発生が予め

４.特殊疾病に使用される医薬品で厚生労働大臣

対象除外医薬品等（抗悪性腫瘍剤、

断用医薬品等）による場合

５.医薬品の副作用のうち、軽度な健康被害５.医薬品の副作用のうち、軽度な健康被害

もの等である場合

給付の請求は、健康被害を受けた本人

うち最優先順位の者)が請求書に診断書

品医療機器総合機構（PMDA）に直接行

医師の診断書、投薬証明書をPMDA

りますので、診断書等の作成について

なお､請求書、診断書などの用紙はPMDA

からの申し出に応じて無料で送ってもらえます

この給付は「適正な使用」が条件に入っています。この給付は「適正な使用」が条件に入っています。この給付は「適正な使用」が条件に入っています。この給付は「適正な使用」が条件に入っています。

風邪薬や痛み止め等でも、ごくまれに重篤な副作用を起こす場合風邪薬や痛み止め等でも、ごくまれに重篤な副作用を起こす場合風邪薬や痛み止め等でも、ごくまれに重篤な副作用を起こす場合風邪薬や痛み止め等でも、ごくまれに重篤な副作用を起こす場合

があります。用法用量を守っていなかったり、過去に貰った薬をがあります。用法用量を守っていなかったり、過去に貰った薬をがあります。用法用量を守っていなかったり、過去に貰った薬をがあります。用法用量を守っていなかったり、過去に貰った薬を

自己判断で服用して副作用が出た場合は、この給付対象から外れる自己判断で服用して副作用が出た場合は、この給付対象から外れる自己判断で服用して副作用が出た場合は、この給付対象から外れる自己判断で服用して副作用が出た場合は、この給付対象から外れる

可能性があります。医師の指示は必ず守りましょう可能性があります。医師の指示は必ず守りましょう可能性があります。医師の指示は必ず守りましょう可能性があります。医師の指示は必ず守りましょう

があります。

けたことによる場合

けたことによる健康被害は対象になります。)

があります。)

損害賠償の責任が明らかな場合

使用量を超えて医薬品を使用したこと

め認識されていた等の場合

厚生労働大臣の指定するもの

、免疫抑制剤、動物用医薬品、体外診

健康被害や医薬品の不適正な使用による健康被害や医薬品の不適正な使用による

本人（死亡した場合はその遺族の

診断書などの必要な書類を添えて医薬

直接行うことになっています。

PMDAに提出して頂くことが必要にな

について担当医師にお願いして下さい｡

PMDAに備えており､患者や家族

ってもらえます。

この給付は「適正な使用」が条件に入っています。この給付は「適正な使用」が条件に入っています。この給付は「適正な使用」が条件に入っています。この給付は「適正な使用」が条件に入っています。

風邪薬や痛み止め等でも、ごくまれに重篤な副作用を起こす場合風邪薬や痛み止め等でも、ごくまれに重篤な副作用を起こす場合風邪薬や痛み止め等でも、ごくまれに重篤な副作用を起こす場合風邪薬や痛み止め等でも、ごくまれに重篤な副作用を起こす場合

があります。用法用量を守っていなかったり、過去に貰った薬をがあります。用法用量を守っていなかったり、過去に貰った薬をがあります。用法用量を守っていなかったり、過去に貰った薬をがあります。用法用量を守っていなかったり、過去に貰った薬を

自己判断で服用して副作用が出た場合は、この給付対象から外れる自己判断で服用して副作用が出た場合は、この給付対象から外れる自己判断で服用して副作用が出た場合は、この給付対象から外れる自己判断で服用して副作用が出た場合は、この給付対象から外れる

可能性があります。医師の指示は必ず守りましょう可能性があります。医師の指示は必ず守りましょう可能性があります。医師の指示は必ず守りましょう可能性があります。医師の指示は必ず守りましょう。



交通事故交通事故交通事故交通事故

当院は、東京都指定二次救急医療機関に指定

搬送されてくる患者さんは少なくありません

今回は、交通事故で受診した場合について

1111、、、、交通事故交通事故交通事故交通事故とはとはとはとは？？？？

エンジンのついている車両と接触しエンジンのついている車両と接触し

扱われます。

（例えば、車対車・車対人・バイク対車

2222、、、、交通事故交通事故交通事故交通事故にににに遭遭遭遭ったらどうしたらよいかったらどうしたらよいかったらどうしたらよいかったらどうしたらよいか

まずは、警察を呼んで届出をしましょう

届出の時点では、物損事故（物対物）の

病院に受診後、医師の記載した診断書を

なります。（人身事故の取り扱いにならないと

意保険に請求できません。）診断書は、

います。当院では、診療時間外に受診された

来院いただき診断書を記載しております

3333、、、、治療費治療費治療費治療費のののの支払支払支払支払いはいはいはいは？？？？

交通事故における診療は、原則、健康保険

自由診療扱い（１点単価20円）となり

しかし、相手の過失が多く任意保険に加入

会社に治療費を直接請求することができます

連絡が入ります）

また、任意保険の適応とならない場合相手

いったん治療費の立て替え払いをして、

できます。

4444、、、、ごごごご不明不明不明不明なななな点点点点はははは？？？？

交通事故は、突発的なアクシデントですので

ます。何をどうしたらよいのか、ほとんどの

います。治療費のお支払等でご不明な点

たしますので、遠慮なくお申し出ください

交通事故交通事故交通事故交通事故についてについてについてについて

医事課 駒野 大樹

指定されており、交通事故により救急

なくありません。

について簡単に説明いたします。

し怪我をした場合、交通事故として取りし怪我をした場合、交通事故として取り

対車…などです。）

ったらどうしたらよいかったらどうしたらよいかったらどうしたらよいかったらどうしたらよいか？？？？

をしましょう。

の取り扱いとなります。

を提出すると、人身事故の取り扱いと

いにならないと、治療費は自賠責保険及び任

、最初に受診した病院で記載してもら

された場合は、改めて診療時間内にご

しております。（時間外は応急処置となるため）

健康保険が使用できません。

となり、受診された方に請求いたします。

加入している場合は、病院から保険

することができます。（保険会社から病院に直接

場合相手が任意保険に未加入の場合は、

、後日自賠責保険に請求することが

なアクシデントですので、混乱すると思い

ほとんどの方がわからないと思

点は、総合受付にて対応い

ください。



外来担当医表外来担当医表外来担当医表外来担当医表（（（（H26.1H26.1H26.1H26.1〜〜〜〜）））） 東京都指定二次救急指定医療機関東京都指定二次救急指定医療機関東京都指定二次救急指定医療機関東京都指定二次救急指定医療機関

科目科目科目科目 時間帯時間帯時間帯時間帯 月月月月 火火火火

内科

A

M

１診 濱上 北方

２診 青鹿 藤井

３診

P

M

１診 濱上

２診 浅野(非) 新倉

３診

睡眠時

呼吸障害

ＡＭ 休診 休診

外科

ＡＭ 山竹

町田(非)(2,4週)

清水(浩)(1,3,5週)

外科

ＰＭ 清水(浩) 休診

形成外科

ＡＭ 北澤 北澤

ＰＭ 休診 休診

乳腺外科 ＡＭ 休診 休診

整形外科

Ａ

Ｍ

１診 清水(陽)

２診 内田(俊) 渥美(非)

Ｐ

Ｍ

１診

村木

１５:００〜

村木

15:00〜

２診

内田(俊)

１4:００〜

渥美(非)(1.3.4.5週)

14:00〜

２診

加藤

14:00～（2週）

脳外科 ＡＭ 休診 休診

皮膚科 ＰＭ 休診 倉田(非)

泌尿器科

ＡＭ 内田 内田

ＰＭ 内田 休診

病院方針

①地域のニーズにあった医療を提供し、地域医療に貢献、地域福祉の

向上に努めます。

②患者様に公正な医療を安全に提供するよう努めます。

③医療者による説明と患者様の選択にもとづく医療を安全に進めます。

④患者様のプライバシーを尊重します。

⑤診療情報を患者様自身にお伝えします。

⑥より良い医療が行われるよう研修・研鑽に努めます。

⑦患者様の人生がゆたかであるように、患者様の意思を尊重します。

病院の理念

患者様一人一人の意思を尊重し、医の倫理に則った、質の高い最善の

医療を真心こめて提供します。

地域の皆様を愛し、皆様から信頼され、愛されるような病院を目指し

ます。

・受付 平日：午前８:３０〜１２:３０ 午後１３:３０〜１６:３０

土曜：午前８:３０〜１２:３０

・都合により外来担当医が変更となる場合があります。

・緊急手術などで、外来が休診となる場合があります。

・乳腺外科、睡眠時呼吸障害は事前に電話にて予約をお願いします

東京都指定二次救急指定医療機関東京都指定二次救急指定医療機関東京都指定二次救急指定医療機関東京都指定二次救急指定医療機関（（（（24242424時間救急体制時間救急体制時間救急体制時間救急体制））））

水水水水 木木木木 金金金金 土土土土

松村 丸茂 麻喜(非) 新倉

丸茂 杉山(非) 新倉 鈴木

黄川(非)

藤井 青鹿 丸茂 休診

青鹿 杉山(非) 鈴木 休診

黄川(非) 休診

濱上

（予約制）

休診 休診 休診

中里(非) 清水(浩) 高安(非) 山竹

中里(非) 山竹 高安(非) 休診

塚本 北澤 休診 北澤

塚本

１５:００〜

北澤 塚本 休診

休診 休診

伊坂(非)

(予約制)

９:３０〜

休診

吉田(非) 村木 清水(陽) 村木

原田(非) 非常勤(隔週)

吉田(非)

１４:００〜

清水(陽)

１５:００〜

原田(非)

１４:００〜

休診

休診

）

休診

休診 休診

永根(非)

受付11:30まで

休診

休診 休診 休診 休診

内田 内田 休診 渡辺(非)

内田 休診 内田 休診

患者様の責務

①患者様は、安全で適切な医療を受けるために、自分の健康、病状に

関する情報を出来る限り正確に病院職員に提供してください。

②患者様は、規律をお守りください。

③患者様は、他の患者様の入院生活に支障を与えないよう配慮して

ください。

患者様の権利

①最善の医療を平等に受ける権利

②自分が受けている医療についての十分な説明とその情報提供を

受ける権利

③治療方法を自分で選択決定する権利

④別の医師の意見（セカンドオピニオン）を聞く権利

⑤個人のプライバシーが守られる権利

⑥診療について情報開示を求める権利

３０

いします。

＊赤字は女性医師

＊非は非常勤医師



40台

医療法人社団青葉会

一 橋

〒187-0045東京都小平市学園西町

TEL.042-343

http://www.hitotsubashi

東京都指定二次救急医療機関

日本医療機能評価機構認定病院

日本整形外科学会専門医制度研修施設

日本透析学会専門医制度認定施設

日本リウマチ学会教育施設

40台

＜職員募集＞

当院で勤務していただけるスタッフを募集しています

【募集職種】

看護師、准看護師、理学療法士、臨床検査技師

＊詳細はホームページ又は、右記までお気軽にお問

日本リウマチ学会教育施設

マンモグラフィ

◆面会時間 平

日

一橋病院は 戸田中央医科グループ

医療法人社団青葉会

橋 病 院

東京都小平市学園西町1-2-25

343-1311  FAX.042-342-2006

http://www.hitotsubashi-hp.or.jp/

東京都指定二次救急医療機関

日本医療機能評価機構認定病院

日本整形外科学会専門医制度研修施設

日本透析学会専門医制度認定施設

学会教育施設

しています。

臨床検査技師、管理栄養士、医療連携課

問い合わせください。042-343-1311 総務課

学会教育施設

マンモグラフィ健診施設画像認定

平 日・土曜日：１２:００〜２０:００

日 曜・祝 日：１１:００〜２０:００

グループ（TMG）の病院です


