
佼成病院
地域包括ケア病棟

ご案内



1．地域包括ケア病棟のイメージ

＝地域と医療をつなぐ架け橋＝

入 院

症状が
悪化する前に

在宅調整
が必要

リハビリの延長

在宅・施設
急性期病院

佼成病院

病床数 49床（8階病棟）

概要

・地域包括ケア病棟とは、急性期医療が終了した後、すぐに
在宅や施設へ退院するには不安がある患者さんに対し、在宅
復帰に向けた医療、看護、リハビリを行う病棟です。

・ご自宅で療養されている方や介護者である御家族への支援
も行います。

・当院では、「院内からの転床」「院外急性期病院からの転
院」「在宅・施設からの受け入れ」に対応しています。

・入院期間は60日が上限です。

リハビリ
テーション

・ご病気やケガの種類、発症や受傷時期を踏まえ、当院で提
供可能なリハビリテーションを検討し実施します。



Competitive rivalry

Bargaining power of 
suppliers

耳鼻科領域

・突発性難聴

・顔面神経麻痺
・Bell 麻痺
・Hunt 症候群

など

整形外科領域

・以前に起きた脊椎圧迫骨折後の
痛みコントロール

・変形性膝関節症の痛みコント
ロールと歩行訓練

・骨粗鬆症による背中、腰部の痛
みコントロール

・急性腰痛症（ギックリ腰）の安
静、歩行訓練

など
形成・皮膚科領域

・自宅でのケアサポートが期待で
きない外傷、手術不要な外傷

・褥瘡、人工肛門のトラブルに対
する早めの対応

・痛みが高度で、発赤・腫れが強
い帯状疱疹

・抗生剤の全身投与と安静療養が
必要な蜂窩織炎

など

泌尿器科領域

・排尿についてお困り
など

２．サブアキュート（軽症急性期）対象となる疾患例

当院では、在宅・介護施設・サービス付高齢者住宅等からの患者
であって、サブアキュート（軽症急性期）の患者さんを積極的に受
け入れています。「いつもと違う」「症状が悪化する前に入院させ
たい」ということがありましたら直接地域包括ケア病棟にご連絡下
さい。

内科領域

・最近食欲がなくなってきた、
元気がない

・微熱が続く

・脱水傾向 など



① 院内デイケア

・単調になりがちな入院生活に変化を与える

・人とふれ合うことで笑顔があふれる

・嚥下体操を取り入れ、高齢患者さんの誤嚥防止に取り組む

開催日時：水～土曜日 11:15～11:45

日曜日 15:00～15:30 

内容：適切な運動、口腔体操、ゲーム、クイズ、歌

企画：看護師、認定看護師

② 生活リハビリ

・トイレや食事、入浴等、日常生活を行う活動をリハビリと捉え

支援する

・患者さんご自身の身体機能や動作能力の維持や向上を目指す

・いつまでも住み慣れた環境で自立した生活が営めるために取り

組む

３．地域包括ケア病棟の取り組み

院内デイケアの風景



ご利用の際の連絡先
佼成病院 住所：杉並区和田2丁目２５番１号

電話：03-6382‐7647（地域包括ケア病棟直通）

担当者へご連絡下さい

FAX：03-6382‐7648（地域包括ケア病棟直通）

https://kosei-hp.or.jp/

４．入院申し込みの流れ

依 頼 元 佼成病院

申
し
込
み

受
け
入
れ

佼成病院地域包括ケア病棟に
連絡
電話：03-6382-7647

（直通）
時間：月～金9:00～16:00

土 9:00～12:00

医師は「診療情報提供書」を、
看護師は「入院時情報提供書」
をFAX送信

FAX：03-6382-7648

※ 直ちに入院する場合は、
患者が持参

受入れ調整

30分以内に折り返し電話
で、調整状況を連絡
（最終決定の連絡、又は進
捗状況等を伝える）

※ 必要時、院内救急車出動

電話

電話

ＦＡＸ

ＳＴＥＰ１

ＳＴＥＰ2

◎ その他：当院のサービス

個室利用の方は、状況により
院内救急車による送迎を行います



5．入院から退院まで

申し込み

入院中

退院

• 「入院申し込みの流れ」に沿って手続きを行い
ます

• 保険診療上、入院期間は最大60日までとなりま
す。

• 入院中に急性期治療が必要になった場合には、
急性期一般病棟へ移動する場合があります。

• 病状に応じ、入院期間は調整いたします。
• 症状が安定しましたら、ご自宅・療養施設へお
戻り頂きます。

・ 誤認防止、安全確保のために、入院中は「リストバンド」を必ず着用頂いております。
・ 安静および活動範囲については、主治医・看護師の指示をお守りください。
・携帯電話は、個室・デイルームのみ可能です。
・全館禁煙です（電子タバコ等含む）。

※ 詳細は、巻末のパンフレット「入院のご案内」をご参照ください。

ご注意



6．入院中の過ごし方

6:00 起床 洗面・トイレ・朝の身支度をします

8:00 朝 食

9:00 リハビリ・入浴などを行います

10:00 検温を行います

11:15 病棟内デイケア（開催日を設けています）

12:00 昼 食

15:30 リハビリ・入浴などを行います

17:00 検温を行います

18:30

夕 食

食後の歯磨き・トイレ・更衣など、就寝の準備をします

22:00 消 灯

日常生活のリズムを付け、活動量を増やしましょう

４床室

病室のご案内

個室

室料差額はかかりません。

A個室：14300円/日（税込）
トイレ付き

B個室：19800円/日（税込）

トイレ・シャワー付き



7．入院時の持ち物・提出物、他

保険証類一式、当院の診察券、ペースメーカー手帳等

服薬中のお薬、お薬手帳（内服中のお薬のわかるもの）

洗面用具、ティッシュ、湯呑み（割れないもの）、イヤホン（TV音声動画等鑑賞
者のみ）、置き時計

履物（滑らない・かかとのあるもの、入院のご案内を参照ください）

寝衣、バスタオル、フェイスタオル（レンタルのご用意ございます）

その他、日常生活で使用しているもの

入院保証金（現金のみの取り扱い 通常10万円）

＊その他、必要なものは適宜ご案内させていただきます。

診療情報提供書（原本）、入院時情報提供書（杉並区）

服薬中の薬（外用薬、注射薬含む）

●注意事項
・ハサミ、果物ナイフ等の危険物は持ち込み禁止です。

・電化製品（特にポット、電気毛布等）、貴重品のお持ち込みはご遠慮ください。
・テレビのご利用は４００円/日（一律）です。
テレビを使用する場合はイヤホンをご用意 ください。

・携帯電話、スマートフォン、タブレット端末は、使用許可場所以外では電源をお切り
ください。

・盗難防止の為、現金や貴重品のお持ち込みは最低限にお願いします。
（紛失されても病院は責任を負いかねます）

●地下駐車場：約９０台収容

●ご本人様（ご家族様）にご準備頂く物（ご記名をお願いいたします）

●医療機関、施設にご準備頂く物

☆申込・お問い合わせは下記まで☆
佼成病院 地域包括ケア病棟（８階）
０３－６３８２－７６４７（直通）

R3.5.11



8．交通案内

JR 中央線

阿佐ヶ谷より
京王バス【堀ノ内二丁目】バス停
渋66：阿佐ヶ谷⇔渋谷

高円寺駅より
高46：高円寺駅南口⇔佼成病院

東京メトロ 丸ノ内線
方南町駅より 徒歩約11分又はバス（中71）

東高円寺駅より 徒歩約15分

京王バス・都バス

京王バス【佼成病院行き】バス
高46 ： 高円寺駅南口 ⇔ 佼成病院
宿35 ： 新宿駅西口 ⇔ 佼成病院
永72 ： 永福町 ⇔ 佼成病院

京王バス【堀ノ内二丁目】バス停
渋66 ： 阿佐ヶ谷 ⇔ 渋谷

都バス【堀ノ内二丁目】バス停
宿91 ： 新宿 ⇔ 京王井の頭線 新代田

京王バス【和田堀橋】バス停
中71 ： 中野 ⇒ 方南町、永福町

京王バス【佼成会聖堂前】バス停
宿32 ： 新宿 ⇔ 聖堂前

京王バス【佼成病院行き】バス
中71 ： 方南町、永福町 ⇒ 中野


