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こうかん訪問看護ステーション
事業所番号 1465090113

 〒210-0852　川崎市川崎区鋼管通1-2-1
 TEL  044-366-2375　 
 FAX  044-366-2376
 URL  http://www.koukankai.or.jp/zaitaku/

事務所は日本鋼管病院の敷地内にあります

住み慣れたご自宅で安心して療養生活が送れるよう、主治医の指示のもと、訪問看護師や理学療法士、
作業療法士がご自宅に伺い、心のこもった看護サービスをいたします。

「病気やけがで寝たきりの方」 「医療処置が必要な方」
「障害・難病・悪性腫瘍等で在宅療養を行っている方」
「主治医が訪問看護を必要とすると判断された方」
「この他に看護にお困りの方」
訪問看護を必要とされている方がご利用いただけます

日本鋼管病院に入院中の方 ．．．主治医または入院病棟の看護師長、医療相談室にお申し出下さい
医 療 機 関 に 通 院 中 の 方 ．．．主治医または担当ケアマネージャーにご相談下さい
その他の方 および お問い合わせ ．．．当訪問看護ステーション（下記をご覧下さい）までどうぞ介護保険・医療保険・各種公費をご利用できます

訪 問 日　月曜日～土曜日　
訪問時間　平日：午前9時 から 午後5時　土曜日：午前9時 から 午後2時
訪問回数　1回／週（利用者さんの状態により週2～3回の訪問も可能です）
訪問時間　1回あたり30分～ 1時間30分（平均で約1時間訪問します）

こうかん訪問看護ステーションのご案内

迷ったら相談して下さい

ご 利 用 で きる 方

お 申 し 込 み は

訪 問 に つ い て

繁岡 順子（看護師）
こんにちは。昨年10月から当ステーションに勤務しています。
かれこれ20年余りの看護師生活のなかで訪問看護の経験

もあり、また戻ってきました。
元気があり過ぎて、「ご利用者様やご家族の皆様

にご迷惑をお掛けしているのではないか？」と
心配していますが、「これからも皆様のお力
になれれば」と思いながら自転車で疾走し
ている毎日です。

最近の楽しみは、ウチの家族
に仲間入りした柴犬のハナと遊
ぶこと。いつも一緒に鶴見川の
土手を散歩しています。

落合 翔子（作業療法士）
4月から勤務することになりました落合

です。
私は根っからの横浜育ち。今も横浜から

通勤しています。
川崎駅と鋼管病院の間以

外はよく知らないのです
が、利用さんのお宅に
素早く伺えるように早
く川崎の町と道を覚
えたいと思っていま
す。どうぞよろしくお
願い致します。

「看護師さんに来てほしいけどどうしたらいいの？」「ヘルパーさんは
お願いできるの？」「介護用ベットは借りられるの？」等々、どこに相談
してよいかお困りになることはありませんか？介護サービスを受ける
には介護認定を受けなくてはなりません。お住まいの区役所、介護保
険課の窓口にご相談ください。また、地域包括支援センターや居宅介
護支援事業所でも代行申請は可能です。まずは、ご相談を！！

桜も各所で満開となり、
待ちかねた春がやってきま
した。毎年この時期になる
と、当ステーションのスタッ
フの中には花粉症対策のた
め、マスクや花粉症めがね、帽子など装備し「怪しい人」に
変身して颯爽と自転車を走らせています

編 集 後 記

　2011年に発生した東日本大震災から丸4年が経過しようと
しています。今でも多くの方々が仮設住宅で生活するなど、復
興にはまだまだ遠い道のりになりそうです。震災だけではな
く、近年では予想だにしない自然災害が多く発生しています。
当事業所では災害が起きた際に、ご利用者様の安否確認やご
利用者様、介護者様が落ち着いて行動できるように指導を含
めた災害時マニュアル（写真1）の見直しに取り組んでいます。
いざという時あわてないためにも普段からの準備が必要とな
りますね。定期的に見直していきましょう。
　皆さんもこんな感じ（写真2）でセットを作られていますか?

年々高齢化が進む日本。国民の約４人に１人は65歳以上で、ピークを迎
える2042年には約3,900万人に達するといわれています。
特に約800万人いる団塊の世代が75歳以上となる2025年（平成37

年）以降、医療や介護を必要とする人はさらに増加することが見込まれて
います。
これらを踏まえ、厚生労働省では2025年を目安に、高齢者が可能な限

り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることが
できるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシス
テム）の構築を推進しています。
地域の方々が、安心して安全に暮らせるように在宅療養を支援するに

は、訪問看護の強化は欠かせません。
そこでこの4月から、こうかん訪問看護ステーションでは、24時間対

応❶させていただきます。
この対応については別途契約が必要となりますので、希望される利用

者様は当ステーションまでご連絡願います。

緊急時の24時間対応を開始します

❶ ご契約をいただいた利用者様が、緊急の対応が必要になった場合、深夜早朝でも連絡がとれる体制で、状態に応じて訪問も致します（訪問リハビリは除く）。
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新入職員です。よろしくお願いします！

ハナち
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　日本鋼管病院の生け垣にも多数植えてある
さざんかの花言葉は 「困難に打ち勝つ」です
病気とたたかっている患者さんや、そのご家
族・関係者の皆さん、そして自分たちにエー
ルを贈る意味をこめて本誌名としました

　日本鋼管病院の生け垣にも多数植えてある
さざんかの花言葉は 「困難に打ち勝つ」です
病気とたたかっている患者さんや、そのご家
族・関係者の皆さん、そして自分たちにエー
ルを贈る意味をこめて本誌名としました
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　花粉症はスギ花粉などに過剰に反応して起こるアレルギーの一種で、今まで症状が無かった人でも、突然発
症する可能性があります。
　花粉症のツボを押す前に、帰宅したら玄関前で髪や衣服（特に足元）、マスク、鞄の花粉を入念に落として、出
来るだけ室内に入れないようにしましょう。手洗いや洗顔、うがい、目と鼻、髪も出来るだけ早く洗いましょう。
　今回は、花粉症の症状を緩和する代表的なツボを紹介します。

　2025年に3人に１人が65歳以上、５人に１人が75歳以上になる「大介護時代」を乗り切るため大きな見直
しが求められています。

　地域包括ケアシステムは、在宅及びサービス付き高齢者向け住宅等での、介護を前提とする制度です。高
齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにするため、介護・医療・生活支援・介護予防を充実させよう
というものです。一方で低所得者の保険料軽減は拡充され、所得や資産のある利用者の負担が引き上げら
れます。

　現在、介護保険サービスを利用するには、収入（所得）などに関わらず１割を利用者が負担していますが、
8月からは「単身で280万円以上」「夫婦で346万円以上」の年金収入がある世帯は、自己負担が2割になり
ます。

　この「要支援」を対象とする予防給付のうち、訪問介護と通所介護について、２０１５年４月より３年かけて
「医療介護総合推進法」を下に、「市区町村が取り組む地域支援事業」に移される事になります。
　これまでは、全国一律のサービスだったものが、市区町村に移行する事で、その地域の実情に応じたサー
ビスを提供できる様にするもの。今後はＮＰＯやボランティアにも頼めるため、多様なサービスの提供が柔軟
に活用できる様にして行くとされています。

　この施設の入所待ちは、既に深刻な施設不足に陥っています。状況を考慮して、原則、新規入所は要介護３
以上の人に限定されます（現在、入居中の人は、要介護１，２であっても、そのまま住み続けられます）。ただし、
所定の「やむをえない事情」に該当する場合は、要介護1,2であっても新規入所できることになっています。

　高額介護サービス費とは、介護サー
ビスを利用して支払った自己負担額が
1ヵ月の上限額を超えた場合、申請に
よって戻ってくる制度です。今回の改
正では新たに所得区分を追加、現役並
みの所得がある場合、上限額が4万
4400円まで引上げられます。一方、所
得が低い人は段階的に負担が軽減さ
れます。

適度な強さで（左右にあるツボなら均等に）押すことで効果を実感できるようになります。
個人差があるので、自分が最も症状の改善効果を実感できる押し方と時間の感覚をつかみましょう。

迎香（げいこう）
犬歯の根元に位置
し、左右の小鼻のく
ぼみにあるツボです。

上迎香（じょうげいこう）
迎香のやや上に位置
し、鼻の付け根の両
側にあるツボです。

魚腰（ぎょよう）
眉の中央を、やや下から押し上げるようにします。
太陽（たいよう）
眉尻と目尻の中間にあるこめかみのくぼんだ所にあり、口を開けた時、
ややへこむ箇所に当たります。
清明（せいめい）
目頭と鼻の付け根の骨の間にあるツボ、
人差し指と親指の腹でつまんで軽く押し込みます。
承泣（しょうきゅう）
黒目の真下にある下瞼の中央にあるツボ、ここを下から押し上げます。

曲池（きょくち）
肘を曲げた時にできるシワの外側にあります。
手三里（てさんり）
曲池から指 3本だけ手首に近い位置にあるツボです。
足三里（あしさんり）
膝のお皿の下くぼみから指 4本分下にさがった
向うずねの外側です。

おすすめの「ツボ」で、
花粉症の不快な症状を緩和しましょう。

　　
2015年介護保険改正の主なポイント 

合谷（ごうこく）
手の甲の親指と
人差し指のつけ
根の間。親指と
人さし指で挟む
ように押す。口
内炎、肩こり、頭
痛など幅広い症
状に有効な万能
ツボ。

清明
承泣

※左右とも同じ位置にあります。

※左右とも同じ位置にあります。

※左右とも同じ位置にあります。

足三里

上迎香

魚腰

迎香

太陽

 地域包括ケアシステムの構築と費用負担を公平にする

 所得が一定以上だと利用者の自己負担は２割になる

「要支援」サポートを市町村が管轄する

「特別養護老人ホーム」入所は要介護３以上の人に限られる

 高額介護サービス費の上限が引上げられる

目の充血やかゆみ、腫れぼったさをとるツボ

目、鼻の不快な症状を抑えるツボ

首から上の不快な症状を
和らげるツボ

鼻づまりを
緩和するツボ

知っトク

曲げたときにできる
シワから指三本分

曲池

手三里
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訪問回数　1回／週（利用者さんの状態により週2～3回の訪問も可能です）
訪問時間　1回あたり30分～ 1時間30分（平均で約1時間訪問します）

こうかん訪問看護ステーションのご案内

迷ったら相談して下さい

ご 利 用 で きる 方

お 申 し 込 み は

訪 問 に つ い て

繁岡 順子（看護師）
こんにちは。昨年10月から当ステーションに勤務しています。
かれこれ20年余りの看護師生活のなかで訪問看護の経験

もあり、また戻ってきました。
元気があり過ぎて、「ご利用者様やご家族の皆様

にご迷惑をお掛けしているのではないか？」と
心配していますが、「これからも皆様のお力
になれれば」と思いながら自転車で疾走し
ている毎日です。

最近の楽しみは、ウチの家族
に仲間入りした柴犬のハナと遊
ぶこと。いつも一緒に鶴見川の
土手を散歩しています。

落合 翔子（作業療法士）
4月から勤務することになりました落合

です。
私は根っからの横浜育ち。今も横浜から

通勤しています。
川崎駅と鋼管病院の間以

外はよく知らないのです
が、利用さんのお宅に
素早く伺えるように早
く川崎の町と道を覚
えたいと思っていま
す。どうぞよろしくお
願い致します。

「看護師さんに来てほしいけどどうしたらいいの？」「ヘルパーさんは
お願いできるの？」「介護用ベットは借りられるの？」等々、どこに相談
してよいかお困りになることはありませんか？介護サービスを受ける
には介護認定を受けなくてはなりません。お住まいの区役所、介護保
険課の窓口にご相談ください。また、地域包括支援センターや居宅介
護支援事業所でも代行申請は可能です。まずは、ご相談を！！

桜も各所で満開となり、
待ちかねた春がやってきま
した。毎年この時期になる
と、当ステーションのスタッ
フの中には花粉症対策のた
め、マスクや花粉症めがね、帽子など装備し「怪しい人」に
変身して颯爽と自転車を走らせています

編 集 後 記

　2011年に発生した東日本大震災から丸4年が経過しようと
しています。今でも多くの方々が仮設住宅で生活するなど、復
興にはまだまだ遠い道のりになりそうです。震災だけではな
く、近年では予想だにしない自然災害が多く発生しています。
当事業所では災害が起きた際に、ご利用者様の安否確認やご
利用者様、介護者様が落ち着いて行動できるように指導を含
めた災害時マニュアル（写真1）の見直しに取り組んでいます。
いざという時あわてないためにも普段からの準備が必要とな
りますね。定期的に見直していきましょう。
　皆さんもこんな感じ（写真2）でセットを作られていますか?

年々高齢化が進む日本。国民の約４人に１人は65歳以上で、ピークを迎
える2042年には約3,900万人に達するといわれています。
特に約800万人いる団塊の世代が75歳以上となる2025年（平成37

年）以降、医療や介護を必要とする人はさらに増加することが見込まれて
います。
これらを踏まえ、厚生労働省では2025年を目安に、高齢者が可能な限

り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることが
できるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシス
テム）の構築を推進しています。
地域の方々が、安心して安全に暮らせるように在宅療養を支援するに

は、訪問看護の強化は欠かせません。
そこでこの4月から、こうかん訪問看護ステーションでは、24時間対

応❶させていただきます。
この対応については別途契約が必要となりますので、希望される利用

者様は当ステーションまでご連絡願います。

緊急時の24時間対応を開始します

❶ ご契約をいただいた利用者様が、緊急の対応が必要になった場合、深夜早朝でも連絡がとれる体制で、状態に応じて訪問も致します（訪問リハビリは除く）。

見直しは
できています

か？
1

災害時
マニュアル
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持ち出しセット2

新入職員です。よろしくお願いします！

ハナち
ゃん

　日本鋼管病院の生け垣にも多数植えてある
さざんかの花言葉は 「困難に打ち勝つ」です
病気とたたかっている患者さんや、そのご家
族・関係者の皆さん、そして自分たちにエー
ルを贈る意味をこめて本誌名としました
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