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表紙写真／赤岳天望荘から望む富士山 2013.01 Vol.06

▲新たな年を迎えた。清水会グループとしても新しい仲間を迎え、新たな船出の

年でもある。元日の勤務の中、グループの理念である『医療・介護・福祉を通じ、

地域に貢献する』を改めて、思い考えた初日であった。

▲清水会グループには、合わせて5つのデイ・デイケアがある。同じグループの

デイでも各自に様々な特色を持っている。今号の編集に携わり、ご利用者様に楽

しくお過ごしいただくためにも、常に新たな試みを続けていく必要を強く感じた。

▲前号とは趣きの違う富士山。人々の心を魅了する山である。一度は登りたいと思っ

てはいるが、「いつになることやら」である。やはり遠くから眺めている方が・・・（M）

URL http://www.seisuikai.net/staff.html

Web
でも

随時更
新中！

撮影：山内康雄Dr.（鶴見緑地病院）

〒535-0022大阪市旭区新森3-3-24
森小路 清水会クリニック

〒535-0022大阪市旭区新森3-3-31

〒535-0022大阪市旭区新森3-3-31
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浜田理事長　年頭挨拶 新施設ご案内

理念

1.私達は　医療、介護、福祉を通じ地域に貢献する。
2.私達は　多くの方々に愛される施設をめざす。
3.私達は　調和のとれた、豊かな人間性の育成に
              つとめ、誇りと責任を持ち、日々研鑽
　　　　　を重ねる。

社会福祉法人 清水福祉会 

理事長　浜田  智志

皆さまには、輝かしき新春をお迎えのことと

お慶び申し上げます。

併せて旧年中のご厚誼に感謝申し上げますと

ともに、より一層のご指導ご鞭撻を賜ります

よう衷心よりお願い申し上げます。

近年、ますます高齢化が進み、医療、介護の充実

が求められております。こうした状況に鑑み、

清水会グループと致しましても、さまざまな

ニーズに対応するべく施設の充実発展に努め

ているところでございます。一昨年には、地域

の皆さまに貢献できることを願って、二つの特

養を開設させて頂きました。更に昨年末には、

サービス付き高齢者向け住宅を開設、この1月

にはそれに併設する形で、当法人グループとし

ては初めての試みとなる透析クリニックも開設

致しました。こうした施設の開所は、ひとえに地域

住民の皆さまの温かいご支援の賜物であり、

心より感謝申し上げる次第です。これらの諸施

設を通して、地域の皆さまの｢安心」と｢安全｣

に資することができればこれに過ぎる喜びはご

ざいません。当法人グループの理念である｢私

達は 医療、介護、福祉を通じ地域に貢献する｣

「私達は 多くの方々に愛される施設をめざす｣

｢私達は 調和のとれた豊かな人間性の育成に

つとめ、誇りと責任を持ち、日々研鑽を重ねる｣

を銘記しつつ、今後とも、色々な角度から、スタ

イルを問わずチャレンジして参る所存でござい

ますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

末文になりましたが、皆さまのご健勝とご多幸

をお祈り申し上げまして年頭のごあいさつと

させていただきます。

新複合施設が旭区にオープン！『医・住』併設ならではの安心・快適。

森小路 清水会クリニック森小路 清水会クリニック
■施設内容
●透析室（31床）／診察室／ X線室／待合室／談話室／

　男・女更衣室／透析用機械室

充実した『医療・介護』関連グループならではのバックアップ体制。

訪問看護サービスで日々の自宅療養をサポート。

「安心」「安全」を追求した透析医療トータル・システム。

■施設内容
●居 室 数／17戸(完全個室)
●居室設備／トイレ・洗面台・収納スペース・冷暖房・テレビ端子
●共有設備／食堂談話室・洗濯室・車いす用トイレ・浴室・
　　　　　　エレベーター・キッチン・温冷配膳車

新設オープン！
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平成24年12月、『清水会』グループの複合施設5階建ビルが大阪市旭区に誕生。1・2階には「森小路 清水会

クリニック」、3・4階には「サービス付き高齢者向け住宅 さくら」がオープン。5階には「トム・ソーヤ訪問看護

ステーション」が移設。地域の皆さまに医療・福祉を通して、「安心」「快適」を提供し、さらに貢献して参ります。
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安心・安全・快適な暮らしをご提供。
医療・介護の関連グループがバックアップ。

――｢安心｣｢安全｣｢快適｣を謳っていますが、具体

的にはどのような内容になっていますか。

左鴻　一つは、24時間・365日、介護職員が常駐し

て、利用者さまの相談ごとや生活支援に当たってい

ます。二つ目は、｢安心｣をご提供するために、関連

グループ(医療・介護施設)との連携によって、体調

悪化等の緊急時には、即座に対応できることです。

三つ目は、ご入居者さまのご要望に応じた各種サー

ビスをご提供することです。各種サービス事業者や

医療機関、ご家族様との連絡調整、各種情報のご提

供などがあります。

――透析患者さまも安心して入居できるのが、大き

な特徴ですね。

左鴻　その通りです。当建物の1､2階は透析施設

となっており、エレベーターで階下の透析室で透析

治療を受けに行っていただくことができます。です

から、ご高齢の透析患者さまを積極的にお受け入れ

します。このように、「さくら」は健康面に不安を抱

える一人暮らしの方、将来の住まいに不安を抱える

方に、安心で快適な住環境をご提供できるのです。

――まず、サービス付

き高齢者向け住宅｢さ

くら｣の施設内容から

お聞かせください。

左鴻　当住宅は、｢高齢

者住まい法｣の改正に

よって創設された介

護・医療と連携し、高

齢者の方々の安心を

支えるサービスを提

供するバリアフリー構

●左鴻 康則 施設管理者に聞く
森小路 清水会クリニック森小路 清水会クリニック
●透析クリニック｢森小路 清水会クリニック｣を語る
　 川村院長／白川事務長／島田看護師長／酒井臨床工学技士

造の住宅です。居室数は17戸(完全個室)で、居室設

備としては、トイレ・洗面台・収納スペース・冷暖房・テ

レビ端子があります。共有設備としては、食堂談話

室・洗濯室・車イス用トイレ・浴室・エレベーター・

キッチン・温冷配膳車などを備えています。

最新設備と質の高い医療を提供。
｢医療・介護｣関連グループとの連携が強み。

森小路清水会クリニッ

クの事務長として、医

師、臨床工学技士、看

護師の皆さんが存分に

医療に従事できるよう

、要としての役目を果

たしていく決意です。

当クリニックは、閑静

な住宅地に建っていま

す。それだけに、地域住

民の皆さまに愛され、

治療に関して、徹底した

透析液清浄化とオンラ

インHDF等、最新鋭の

透析関連機器を備え、

監視システムも導入し

ていますが、私たち臨

床工学技士は、豊かな

経験を生かし、力を合

わせ、それらの機器を

駆使し、真心込めて、患

者さまの状態・状況に

超 高 齢 化 を 迎 え る

なか透析も、導入年齢

が高くなっています。

透析施設を選ばれる

要件として精神的な

慰 安 を 求 めら れ て

いると感じています。

安心・安全はもとより、

そうした環境づくりが

看 護 師 の 役 目 だ と

思っています。

今回、医療法人 清水会

が、血液透析部門を立

ち上げられましたが、そ

の担当医師として参加

させていただくことに

なりました。血液浄化法

に関しては、大学内科在

局中に、サテライトの施

設で慢性腎不全と血液

透析を、また第3次救命

センター在局時代に、

地域に深く根付いていくことが大事だと考えます。

安心と安全の医療と、地域に貢献できるクリニック

を目指して頑張っていきたいと思います。　

合わせた的確な治療をご提供していきます。さらに

徹底した透析関連医療機関との連携によって、種々

の合併症対策にも万全の体制で臨んでいきます。

急性腎不全や各種の血液浄化法を経験しました。

現在の慢性腎不全患者さまの透析導入年齢は、平均

65歳と高齢化しています。また、様々な合併症や透

析困難症例も増加してきており、1施設で管理でき

るものではありません。各施設の皆様の暖かいご支

援の程をよろしくお願い申し上げます。　

川村 浩子 院長 白川 大三 事務長

酒井 勲 臨床工学技士

島田 敏子 看護師長

左鴻 康則 施設管理者

エントランス浴室 キッチン

食堂談話室居室

透析室 談話室



サ高住の5階に移転し、事務所を一新。さらに、
訪問看護サービスの充実で、安心のサポート体制！

申込み受付中！
006-6995-5005

006-6956-0505

デイサービスセンター

デイサービスセンター

30名
定
員

デイサービスの取り組み――現状と今後
　個別に寄り添えるケアを目指しています。

鶴見緑地苑は、一昨年11月にオープンして以来

1年3ヶ月が経過しました。その間、デイサービス

部門も充実発展してきたと思いますが、その現状

と今後についてお聞かせください。

鶴見緑地苑デイサービスセンターでは、開設以来、

地域に密着したサービスの提供に全力で取り組んで

きました。現在では、サービスの内容も大変充実し

たものとなりました。知能レクリエーション・運動レ

クリエーションなど各種レクリエーションに加えて、

音楽活動にも取り組んでいます。さらに、ボランティ

アの方々による音楽演奏・体操も取り入れて、地域

との交流を深めてきました。また、機能訓練として、

スリング・歩行訓練を行っていますが、あくまで在宅

生活へ結びつく支援になるように心掛けています。

今後の方向性として、サービス内容の充実もさるこ

昨年12月14日、大阪信愛女学院小学校(大阪市

城東区)の生徒さんたちから鶴見緑地病院に車イス

1台の寄贈がありました。当日、当院から亀岡事務

長が学校に伺い、朝礼で生徒さんから直接受け取り

ました。ボランティア活動に熱心な大阪信愛女学院

小学校では、これまでにも介護施設へ車イスの寄贈

をされています。この度の車イスは、2年前から校

内｢なかよし活動｣でリングプル(アルミ缶のプルタ

ブ)を収集する取り組みをされ、このほど車イスを

購入されたそうです。当院では、患者さまに使って

いただきたいとの生徒さんのお気持ちを大切にし、

当院管理の下、一人でも多くの患者さまにご利用い

ただこうと思います。

▼お問い合せ

●荻野修一 生活相談員に聞く

とながら、利用者さまお一人おひとりと個別に寄り

添えるケアを目指していきます。具体的には、勉強

会・研修を通じて、介護技術の向上を図っています。

現在、在宅酸素・インスリン・ストマといった医療ニー

ズの高い方が来所しておられますが、透析・胃ろう

の方も受け入れできる体制を整えています。

医療法人 清水会｢森小路 清水会クリニック｣、社会

福祉法人 清水福祉会｢サービス付き高齢者向け住

宅 さくら｣の建物がオープンしたのに伴って、今ま

で旭区清水の｢おひさま園｣内にあった｢トム・ソーヤ

訪問看護ステーション｣がサ高住の5階に移転しま

した。｢トム・ソーヤ訪問看護ステーション｣は、ご自宅

に看護師や理学療法士が訪問し、看護サービスを提

供し、在宅療養をサポートする制度になっています。

寝たきり、あるいは寝たきりに準ずる状態の方や、

病院に通院できない方、ご自宅で継続して療養を希

望する方などで、かかりつけ医師が訪問看護を必要

と認めた方がご利用になれます。医療法人清水会

の各施設のバックアップによって、安心のサポート

体制が整えられています。トム・ソーヤでは、自宅療

養される方が安心した生活が送れるよう、医療の専

門家として対応させていただいています。

◆営業時間

●営業日：月曜日～土曜日

【祝祭日 年末年始

　(12/30～1/3)を除く】

●営業時間：午前9時～午後5時

【訪問時間は1回につき、

　30分から2時間以内】

◆利用料金

●病院施設と同様に健康保険・

　介護保険がご利用いただけ

　ます。

在宅療法・
看護サービスに関する

ご相談に親切対応

大阪信愛女学院小学校から鶴見緑地病院に車イスの寄贈

話題・ニュース

鶴見緑地病院・内科医　梶浦 孝之 先生 （専門:循環器内科）

平成25年1月4日に入職されました。
新任医師紹介


