
2南病棟

役割/機能

療養介護サービスの提供

治験の推進

アピールポイント

患者さんと医療職チームの
「和」を大切にしています。

治験ユニットがあります

成人を迎えた長期入院患者様を
みんなでお祝いしました

呼吸器が多い病棟です
呼吸器のダブルチェック中・・・

写真挿入

写真挿入 写真挿入

筋疾患



2北病棟

役割/機能

薬剤調整、精密検査、確定診断の
ために入院される
神経難病の患者様が多いです。

アピールポイント

患者様の退院後の生活を見
据えてサポートします。

患者様について
多職種でカンファレンス

病棟でも手引き歩行で
リハビリ中

2北病棟の
ナースステーション

神経内科



3南病棟

役割/機能

小児てんかんを中心に、脳神経外科・消化外
科・整形外科・神経内科、睡眠検査など様々な
目的の患者様が入院されています。多様な治療
・検査を迅速かつ安心して受けられるよう温か

な医療・看護を目指しています。

アピールポイント

明るく親切でチームワークが
良く働きやすい職場です

妊婦の看護師さんも活躍中

チームワークの良いスタッフ

どの新幹線が好きかな～？

写真挿入

写真挿入 写真挿入

脳神経外科、小児神経科



3北病棟

役割/機能

神経内科を中心に外科・消化器内科
整形外科・心療内科・精神科の身体合併な

どの患者様が入院されています。
緊急入院の患者様を受け入れる病棟でも

ありテキパキした医療・看護を
提供しています。

アピールポイント

スタッフは協力的で明るく
働きやすい環境です。退院調整部門と
の連携により入院後の早い段階から退
院を見据えた退院支援を行います。

スタッフステーション内

血液浄化室

カンファレンス風景

写真挿入

写真挿入 写真挿入

一般



4南病棟

脳とこころの総合ケア病棟

平成.12.1に開棟
神経内科と精神科の強みを
生かした病棟作りがテーマ

病棟の床は、クッション材が
入っており転びやすい患者さんにも

ちょっぴり優しい病棟です

これ、こうしたら？ こっちは？
それもいいよね・・・・
もっと良い方法あるかなあ？！

日常の一コマ

４南病棟の入り口です。
カウンターがオープンになりました。

明るくて、やさしい、美男・美人
が多いのも特徴です。

写真挿入

写真挿入 写真挿入

神経内科



4北病棟

役割/機能

精神科スーパー救急病棟

アピールポイント

若手、ベテラン
それぞれの良さを活かしながら

多職種で皆で頑張ってます

ケースカンファレンス

多職種カンファレンス

治療プログラム

写真挿入

写真挿入

精神科急性期閉鎖



5北病棟

役割/機能

精神科閉鎖病棟です。急性期～社会復
帰まで幅広い医療を提供しています。
また鑑定入院や身体合併症、リハビリ
入院も受け入れている病棟です。

アピールポイント

行動制限最小化院内認定看護
師・ＣＶＰＰＰ（包括的暴力
防止プログラム）のインスト
ラクター・トレーナー等専門
的な知識・技術を持った看護
師が複数います

病棟からの見晴しは最高です
遠くに富士山も望めます

カンファレンスを実施し、
患者に合ったケアを日々検討しています

朝はスタッフも一緒にラジオ体操
からスタートです

写真挿入

写真挿入 写真挿入

精神科閉鎖



5南病棟

役割/機能

精神科唯一の開放病棟として
気分障害、睡眠障害、m‐ECTの患者様を中心
にご利用頂いています。
認知行動療法をはじめ各種心理教育、リラク
ゼーション作業療法、高照度光療法、ｍ－ECT
など入院目的に合わせ提供しています。

アピールポイント
多職種チーム一丸となった

精神医療・看護を提供しています。

心理士によるレクチャー

6+3

多職種チームカンファレンス

個別に合わせた話し合い

他職種カ
ンファの写
真挿入

レクチャー写真
挿入

写真挿入

精神科開放



６病棟

どんな病棟？
・重症心身障害児者病棟で医療と日常
生活援助を医師、看護師、療養介助専
門員介助員、療育指導室、保育士、教
員、理学療法士と多職種が関わってい
ます。
・ソーシャルワーカーと連携し、レス
パイト入院も積極的に受け入れていま
す。

専門的な看護をしてます！

院内口腔ケア認定看護師をはじめ、
摂食嚥下認定看護師、皮膚・排泄ケア認定看

護師、慢性呼吸器疾患看護認定看護師
がサポートしています。

教員がベッドサイドで
個別授業

保育士による療育活動
お誕生会です

日常生活を支援する

療養介助専門員・療養介助員

写真挿入

写真挿入 写真挿入

重症心身障害



役割/機能

医療観察法に基づいて
多職種チームで連携して

早期の社会復帰を目指しています!

アピールポイント

体育館、中庭、ジムetc…
アメニティが充実！

多くのスタッフが在籍し
て医療を提供しています!

アメニティが充実しています

中庭でも治療プログラムを行ないます

月に一回会議を開いています

写真挿入

写真挿入 写真挿入

8病棟
医療観察法



9病棟

役割/機能

全国の医療観察法病棟の中で
唯一の身体合併症対応機能

を持つ病棟です！

アピールポイント

多職種のチーム連携により
高度な精神科医療を提供します！ 対象者さんに人気の

リラックスルーム！

多職種チーム会議の様子です

病棟内で簡単な外科的処置が行えます

リラックスルーム

医療観察法



手術室
中央材料室

役割/機能
脳外科・総合外科・整形外科
歯科・小児神経・神経内科の
手術を行なっています。

てんかん手術は乳児から大人
まで行なっています。

アピールポイント
患者さんの手術への不安を
最小限にするために全ての

手術前に術前訪問を
行なっています

入口は季節の行事等を
取り入れたデザインでスタッフ
で飾っています

安全な手術を提供致します

手術前の器械準備風景

写真挿入

写真挿入 写真挿入



臨床研究推進部
臨床研究・治験推進室

役割/機能

新しいお薬を創る(治験)
支援をしています。

アピールポイント

薬剤師や臨床検査技師と
お互いの強みを活かして

働いています。

トピック

青いユニホームを着て
活動しています！

写真挿入

写真挿入 写真挿入

「治験ふれあい週間」
治験のこと、多くの人
に知ってもらいたい！

室内はいつも明るくにぎやか！
仕事もきっちりやってるよ！

多職種で働いています。



外来

精神科外来受付

外来スタッフ【中央処置室にて】

小児科外来受付

アピールポイント

限られた時間の中で診療がスムー
ズに提供できるよう、事前のカル
テチェック、処置の必要物品の準

備、在宅使用物品準備など
事前準備は怠らない！

役割/機能

•外来治療の実施、処置介助
•在宅療養指導
•救急外来、発熱外来対応、
入院説明

•治験の実施、協力
•内視鏡など各種検査の介助



認知症疾患医療センター
（地域連携型）

役割/機能

小平市における
認知症医療・介護連携の推進役

アピールポイント

多職種で協力し、認知症の適切な
評価と治療から、本人や周囲の方
々の負担を減らし、皆様の生活を
良くしていくために医学的アドバ

イスを行っています。
臨床研究・治験にも積極的に

取り組んでいます。
多職種で構成された認知症疾患医療センターのメンバーです。

オレンジカフェの様子 毎月第３火曜日午後２時～３時半

タリーズ前でオレンジカフェを開催
しています。のぼりが目印です。



デイケア

役割/機能

・ケースマネージャーとして担当メンバーの
相談窓口となり必要な支援を検討

・プログラムの安全な運営に配慮

アピールポイント

•他職種と共に仕事が出来るため専門的

知識や技術を学ぶ機会が多い

•何よりリカバリーしていくメンバー

の変化を目の当たりに出来る

各種プログラムの中で
メンバーの観察はもちろん
衛生管理・安全面にも配慮

復職支援室にて

臨床心理士・精神福祉士
と共にプログラム運営
・個別面談・会社側との
やり取りも

デイケアの看護スタッフ
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