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病院機能評価更新審査を受けました

内視鏡室の取り組み

病院機能評価とは、病院を対象に、病
院としての運営管理および提供して

いる医療について、中立的、科学的・専門
的な見地から評価を受ける制度です。

病院機能評価により、一定の水準を満
たした病院は「認定病院」となりま

す。当院では2005年度に初回認定を受
け、認定病院となりました。その後5年ごと
に更新が必要です。今回はコロナ禍にて6
年間で3回目の更新のための審査となりま
した。

令和4年2月8・9日の二日間におよび
診療・看護・事務を中心に全部署の

審査が行われました。ちょうど受審の時期
にはオミクロン株が猛威を振っている真っ
只中でしたが、無事に受審することができ
ました。

患者様、ご家族、ま
た職員に対し、安

全・安心・信頼と納得の
得られる医療サービス
が提供できる病院を目指し、審査までの準
備を計画的に行い、全部署で協力し、一丸
となって受審することができました。

受審結果をふまえて、今後も地域医療
にまい進して参ります。

内視鏡検査は胃カメラ・大腸カメラ共
に辛い検査の代表と思われる方が多

いのではないでしょうか。当院の内視鏡室
は、先だっての院内リフォームに伴い、移
転・拡張工事を行いました。辛い検査でも
気分明るく思えるようにと、壁紙・床にも
こだわって作ってもらった部屋で、患者様
方からご好評を頂いております。

また、上下部器械も新調し、嘔吐反射
が強い方には楽に検査を出来るよう

経鼻内視鏡含め最新式・高画質で取り揃え
ました。検査医は、当院外科・杏林大学病
院外科医師が行っており、安全に安心して
受けられる検査を心がけ、ご高齢の方には
検査入院もお勧めしています。

これまで内視鏡検査を躊躇されてい
た方も、是非一度検査をご検討下さ

い。外科外来でお待ちしております。
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当院では、新たに陰圧室を2床設け、新型コロナウイルス陽性患者軽症者に対する中
和抗体療法を開始しました。今後も新型コロナウイルスに関連する東京都や自治体の
窓口、近隣の医療機関と連携し、感染症の蔓延防止に尽力してまいります。

①重症化リスクを有する軽症の患者さんに対して、重症化を防ぐことを目的とした治療法です。
②新型コロナウイルスが細胞内に侵入し、増殖するのを防ぐ効果があります。

点滴で投与し、副反応が生じないか一定時間の経過観察が必要な為、当院では陰圧室での
1泊2日の入院で治療を行っています。

新型コロナウイルス患者　受け入れ病床

中和抗体療法とは

●55歳以上　●中等症から重症の喘息　●慢性閉塞性肺疾患　●肥満
●薬物治療を要する糖尿病　●うっ血性心不全　●慢性腎臓病　など

主な
重症化
リスク

入院～退院までの流れ

投与当日
13：00 ................入院
14：00頃～ ....点滴開始
15：00頃 ..........点滴終了
18：00頃 ..........夕食
21：00頃 ..........消灯

投与翌日
～10：00頃 ....退院
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突然ですが、皆さんご存じでしょうか。
現在のエジプトあたりには、紀元前

2600年頃の世界最古のカルテが現存して
いるそうです。これまでの長い期間、一体
どのように保管されてきたのでしょうか。

当院にもカルテという大切なものを守
るために診療情報管理室という部署

があります。カルテには、患者様の基本情
報や主訴、医師の所見や考察、診断から計
画と方針、検査やレントゲン等の結果、処置
や処方薬の内容と経過、リハビリやその他
の病院とのやりとり等、医療には無くてはな
らない情報が詰まっており、病院内のすべ
ての職種で利用されています。

また、現在の医療で
はカルテ情報は、

国の医療費やがん対策
のために大変役立てられ

ており、有効なお薬、診断の根拠向上に貢
献し、国立がんセンター等では腫瘍の進行
とその治療へ大いに活かされております。

そこで、当院ではそれらの大切な情報
を、電子カルテを利用して10年以上

前から運用して参りました。医師、看護師
をはじめとする多職種で構成される当院職
員間において、電子カルテ情報を円滑に活
用できるおかげで、ワンチームとしてスピー
ディに患者様の情報共有を可能とし、患者
様へ安心・安全に医療を提供できる仕組み
となっております。

これからも電子カ
ルテシステムを

最大限活用できるよ
う、診療情報管理室
が患者様を縁の下から
支えて参ります。

紹介

新型コロナウイルスに感染したかどう
かを判定する検査方法として「PCR

（ポリメラーゼ連鎖反応）検査」や「抗原
検査」などがあります。PCR検査は核酸
増幅検査（NAT）の中のひとつで、他にも
LAMP法やNEAR法など様々な検査方法
があります。

このたび当院では、厚生労働省より承
認済みのAboot社製「ID-NOW イ

ンスツルメント」を新規導入いたしました。
等温核酸増幅（NEAR）法を用いて検査を
行うもので、PCR検査と同等の高度感の検
査と言われています。PCR検査との陽性一
致率93.3％、陰性一致率98.4％（令和4年
2月現在）となっており、信頼性の高い検査
です。

結果が分かるまでの目安としてNEAR
法は当日、RT-PCR法は外注検査

のため1～2日ほどの日数がかかります。
NEAR法の場合は、対象者が限定されま
す。例えば、入院される患者様、緊急内視
鏡があり至急で結果が知りたい、急な転院
で核酸増幅検査の結果を持っていかなけ
ればならない、中和抗体療法対象患者様で
外注検査では治療の開始に間に合わない、
といった緊急を要する患者様に対して院内
検査を行っていく予定
です。これからも地域
の皆様のお役に立て
るよう努力していきた
いと思います。
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す。例えば、入院される患者様、緊急内視
鏡があり至急で結果が知りたい、急な転院
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外注検査では治療の開始に間に合わない、
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新型コロナ院内迅速検査について

診療情報管理室って!?
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　2月5日、フロリール調布では毎年恒例の節分会を行いました。
職員が鬼の格好で出て来ると、その仕上がった身体の迫力からかどよめきの声が聞かれまし
た。ご利用者様に、豆の代わりに新聞紙を丸めて作ったボールやカラーボールを鬼に向かって
投げていただくと、鬼が驚く程強く投げる方もいらっしゃり、職員も驚かされました。
　また、職員の出し物としてウクレレの演奏を披露いたしました。ご利用者の皆様は、ウクレレ
のやさしい音色にうっとりされていたご様子。おやつには、甘納豆、あられ、ゼリーを嚥下等に
合わせてご提供し、飲み物も抹茶入り煎茶をご用意いたしました。
　今回の節分のイベントを通して、ご利用者様の厄を払い、新年の幸福を職員一同願っており
ます。

　皆様こんにちは、だいぶ暖かくなり春の訪れを感じるようになりましたね。（私は今シーズン
も半袖一丁で冬を乗り切ることが出来ました ）この記事を皆様がお読みになる頃には桜が咲
いているといいですね。
　さて、コロナの影響がまだまだ続く中、日常生活での活動量が減ってしまっていることと思
います。ご利用者様には身体を動かしていただいたり、頭をフル回転していただいたり、様々な
レクリエーションにご参加いただきました。

節分会

3月活動報告

おやつ作り（桜餅）
ご自身の分の餅生地を焼き、桜の葉とあん
こを合わせてくるんでいただきました。

今後も皆様が楽しめるレクリエーションを実施して
まいります。 介護員：江尻 成明

入所・ショートステイ部門

デイケア部門

山崩し
遠くからボールを投げて、紙コップの山を崩
すゲームで身体を動かしていただきました。

面白神経衰弱
絵と絵の組み合わせから神経衰弱をする脳
活性ゲームにご参加いただきました。
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調布訪問看護ステーション

〒182-0034 東京都調布市下石原3-45-1 TEL.042-484-2626（代） FAX.042-481-0323

〒182-0034 東京都調布市下石原3-45-1 TEL.042-484-2627 FAX.042-481-0323

〒182-0034 東京都調布市下石原3-45-1 TEL.042-443-9765（代） FAX.042-443-9766

交通機関

送迎バス時刻表

ご案内図

桐光会施設一覧

京王線西調布駅より徒歩10分
京王相模原線京王多摩川駅より
徒歩12分電車

調布I.C.から5分
お車

調布駅南口から約1メーター
タクシー

無料送迎バス
バス

5F

4F

3F

2F

1F

B1

介護老人保健施設 フロリール調布
通所リハビリテーション
機能訓練室　家族相談室
コインランドリー

一般病床
地域包括ケア病床
LDR　産科病床
長期療養型病床

介護老人保健施設 フロリール調布
施設入所
ショートステイ

一般病床
デイルーム
手術室　脳波室
面談室

総合受付　待合室　売店
外来診療室　内視鏡室
理学療法室　CT室　MRI室
X線撮影室　X線透視室　透析室
心電図・超音波検査室
骨密度検査室　医療連携室
フロリール調布 家族相談室

厨房・食堂

桐光会広報誌　第27号　令和4年3月発行　調布病院広報委員会 桐光会広報誌編集委員会

福祉会館出入口 ⇔ 調布病院
調布駅発 時間 調布病院発

10・30・50 8 00・20・40
10・30 9 00・20
20・40 10 10・30・50
00・20・40 11 10・30・50
00・20・40 12 10・30（花園経由）・50
00・50（土曜日のみ30） 13 40（土曜日のみ20）

20・40 14 10・30
20（土曜日運休）・40 15 10（平日花園経由・土曜運休）・30・50
00・35・55 16 25・45
25 17 15

18 00（土曜日運休）
※ 京王多摩川駅経由、京王多摩川からの送迎バスの時刻は
調布駅発3～5分後です。日・祝日は運行しておりません。


