るのですから︑苦渋の選択で
大切にしています︒看護の専

いなあ﹂と実感できることを

地域から期待される診療所︑

が︑一層地域に根を張った︑

秋田 いままでもそうです

きたいです︒

病床は大田病院に集中しまし
門的なことでは︑みんな患者

患者さんの
思いを聞く

にもリハビリにも対応できる

つくりたい⁝夢です︒

んでも相談﹂ができる体制を

地域の反応は？

のではないかと思います︒

ゆたかの家
長細くなっていて︑リハビリ

す︒徹底して地域に根ざして

組合員さんの姿勢がすごいで

るときから知っていますが︑

です︒ゆたかの家を立ち上げ

あって︑太極拳教室なども課

ことを楽しみたいとの希望も

健康体操など体を動かす

いです︒

後も継続して︑広げていきた

ということでみなさん好意的

診療所ができる︑新しくなる

反応はとても良くて︑新しい

地域へ出て行く中で︑やはり

組合員と職員が一緒になって

を集めることになって︑生協

堀田 患者さんの自宅だ

さんに寄り添い︑しっかり力

す︒

がやりづらいところもありま

いるんですよね︒それで︑ゆ

題になっています︒

１日４便の大田病院への巡

た︒

ます︒
間取りや家の中の段差︑

者さんの生活環境が見えてき

品川区は︑他の地域と比べ

たかの家は継続しているじゃ

谷岸 募金・地域共同基金

です︒いまの通所リハビリも
住んでいる地域︑診療所まで

て通所リハビリの数が圧倒的

ないですか︒継続するとい

堀田 もうそれは強い味方

そうですが︑夜間の往診など
の距離などもわかります︒や

を受けたいという方のニーズ

に少なく︑退院後にリハビリ

と︑
すごく安心してくれます︒

地域の人たちが︑この地で
も体制がとられているという
はり患者さんの思いを聞くと

それに応えうる診療所として

安心して暮らせるように︑医
ことに対する利用者さんの期
いう点では︑本音が出しやす

を付けていますのでおまかせ

療機関︑介護・福祉の関係機
待というのは非常に高いもの

回バスで多少の便宜は図りま

関と共同して︑診療所が一緒
があります︒何よりも貧富の

それと訪問に行くことで︑患

になって動けるような運動体

の機能を発揮してもらいたい

外来は︑新築されると４診
にもなっていけたらいいと思
いのだと思います︒

ください︒

察室になるのが楽しみです︒
差別なくやるという点では︑

した︒その代わりに通所リハ

大田病院から研修医が地域研
います︒

ち 人は 時間応じられる体

80

療養指導や︑ケアマネジ

りますし︑看護師や栄養士の

クスがなくて困る時間帯があ

いる専門性を地域に返してい

が実感して︑私たちが持って

いるということをもっと職員

やはり︑地域に支えられて

いし︑職員ももっと地域に出

くれるようになってもらいた

しみを持って診療所を訪れて

もっともっと多くの方々が親

ます︒気になる患者さんは毎

るだけ訪問したいと思ってい

患者さんのところには︑でき

私たちが気になると思った

申し込みがあったりします︒

きが出ても︑どんどん新規の

入れ先がなかなかなくて︑空

も高くなっているのに︑受け

の家が支えてくれているとい

せんが︑一番身近にはゆたか

す︒なかなか参加できていま

うことはすごく大変なことで

方に参加してもらい︑民医連

ことができます︒より多くの

も︑階段が苦手でも利用する

ター付きなので︑車いすで

新しい診療所は︑エレベー

がしっかり降りていることで

域にやはり城南保健生協の根

意的であるということは︑地

秋田 地域のみなさんが好

に受け入れてくれています︒

台

るところはあって︑電話でつ

神的なこと︑いろいろ気にな

活のこと︑経済的なこと︑精

きれません︒病気のこと︑生

て地域のみなさん︑リハビリ

う希望もあり︑ 人定員にし

うための機材も入れたいとい

歩くスペースや階段昇降を行

することはできるのですが︑

から見れば︑ 〜 人定員に

んは︑クリスマスのときなど

福田 ゆたかの家のみなさ

用していただきたいと思いま

来て︑診療所にも関わって利

いろいろな方がゆたかの家に

新しい診療所ではもっと

す︒

います︒本当に感謝していま

う実感を職員はみんな持って

利用している団体のみなさん

か？ 必要な備品は？ など

たかの家を利用しやすくなる

どうすれば地域の方々がゆ

応援していきたいです︒

働く医療従事者のみなさんを

の改悪に反対し︑がんばって

すね︒そして︑国の医療体制

近に見て感じてもらいたいで

の地域密着多機能診療所を身

います︒今後はやはり︑民医

の建て替えというのも控えて

て替えた後は︑三ツ木診療所

ています︒ゆたか診療所を建

域の患者さんを守るため動い

があり︑連携をとりながら地

療所と三ツ木診療所の２ヵ所

して︑品川区にはゆたか診

谷岸 民医連の診療所と

はないかと思います︒
定員も 人になります︒面積

ながらなければ手紙︑それも

を受けたいという方を受け入

らないのに︑その月に来てい

法士の常勤が１人いますが︑

いま︑セラピスト・理学療

いったりするとき歩行の付き

ゼントしてくれたり︑散歩に

さんにストラップなどをプレ

に︑通所リハビリの利用者

なく︑みんなが責任と節度を

誰かの肩にかかるのでは

をすすめています︒

ただき︑管理体制も含め検討

などにアンケートも寄せてい

もっと知ってもらう︑ゆたか

診療所の建設を機に民医連を

になってきますので︑ゆたか

は地元のみなさんの力が必要

連の医療を拡げていくために

す︒

ダメなら訪問ということもあ

れていく体制を整えていきた

ない︒
そういう患者さんには︑

定員が増えるにあたって作業

添いをしてもらっています︒

診療所を︑三ツ木診療所をさ

いです︒

中断チェックといって︑手紙

療法士を採用したいと考えて

らによく知ってもらうことが

来てお薬をもらわなければな

で受診を呼びかけています︒

ような場所にしたいですね︒

持った利用で地域の絆になる

大切だと思っています︒

朗読の会では毎月１回︑紙

個人的には︑大森中診療所の

芝居などをやってもらってい

るので︑引き続きしてもらえ

１階で行っている﹁よろずな

います︒それぞれ１人ずつい
のリハビリを受けられるとい

るといいですね︒また近くに

れば︑利用者さんが必ず個別
も訪問できるのは限られてし

う体制にしておきたいです︒

いっぱいで︑業務を調整して
まいます︒訪問できる方法を

は保育園などがあるので︑園

穫雄 ︵ゆたか診療所建設委員長︶
雄二 ︵建設委員︶

入浴も︑いまは特殊な浴

古口 今︑ゆたかの家では

︵写真撮影・唐澤英行︶

谷岸 祥行 ︵ゆたか診療所事務長︶
福田僚太郎 ︵ゆたか診療所通所リハビリ︶

権守 光夫 ︵ゆたか診療所所長︶
堀田扶治子 ︵ゆたか診療所看護師長︶

秋田
鈴木

生み出す︑そして︑もう少し

に５人までです︒新診療所で

いろいろな教室︵書道・絵手

昭代 ︵建設委員︶

児と交流していけたらいいと

は浴槽も新しくなるので︑１

紙・俳句・麻雀・手芸・囲碁

古口

槽を使っていて︑１人あたり

日に 〜 人くらい対応でき

など︶を楽しんで開いていま

思っています︒

福田 通所リハビリの定員

るのではないかと考えていま

分くらいかかります︒１日

は︑現在 人です︒もともと

す︒その作品を診療所の玄関

通所リハビリ

希望ですね︒

看護師が増えればというのが

でも︑外来︑往診でいまは手

患者さんの中には︑診察に

ります︒

新診療所では２階に入り︑

ャーの面談や︑込み入った問

月あげていますが︑追いかけ

受付

駐輪場

駐車場
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に展示しています︒これは今

座談会メンバー

ゆたかの家
多目的会議室
事務室
23

22

す︒新規の申し込みがあって

15

3階
入口

20

もとりこぼすことなく︑入浴

10

訪問看護ＳＴ
通所リハビリ
介護保険室

てもらいたいですね︒

て共同組織として大きくなっ

問診室

住み慣れた場所で最期を迎

くことが大事です︒

診察室1

堀田 若い人たちや中堅の

診察室3

20

検査室だったところを改装し

30
て通所リハビリにしたので︑

15

2階
事務室

待合室
診察室2

診察室4

えたいと思える地域にしてい

処置室

人たちが︑
﹁看護はおもしろ

診もそこで静かにできます︒

制をとっています︒
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ビリや現在約 人の往診︑う

修に来たときには︑外来ボッ

40

ゆたか診療所の 1 階はこうなります
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