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ジオシティーズ容量大幅アップ

看護求人／病院のウワサが聞ける
kango.919.co.jp
29歳の看護師さんの場合≪月給40万円／残業ほとんどなし≫
インタレストマッチ - 広告の掲載について
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見たい病院を、クリックして下さい。
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z

日医大多摩永山病院
http://www.nms.ac.jp/pr/hp/hpcon/tamahp/hp-07f.htm
診療を受けたもの：脳外科、整形外科（リハビリ）
■

ケンイチ入院医療費：①日医大永山病院

脳外科の先生は親切でよくやる。外来など昼食をとる時間もない。でも親切です。
■“転院”について
4月半ばを過ぎる頃、転院の話があった様です。この時期、どなたも、大変ですね。私は頓着あ
りませんでした。
■“リハビリは、
リハビリは、いつからしたらいいか？
いつからしたらいいか？”…（私
”…（私の
（私の考え）
戻る

z

春日居リハビリテーション
春日居リハビリテーション病院
リハビリテーション病院
・2011/7/25ホームページをリニューアル：
：
2011/7/25
http://www.kasugai-reha.com/
・2012/11現在の名称：（春日居
春日居サイバーナイフ・リハビリ
春日居サイバーナイフ・リハビリ病院
サイバーナイフ・リハビリ病院）
病院
■診療を受けたもの：内科、リハビリ科
■

ケンイチ入院医療費：②春日居リハビリテーション病院
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ここにいる
先生はつぶし
が利かないと
思う。自分の
ことができな
い人は、元の
病院に帰され
る。仕事は保
険屋の診断
書を書くだけ。外来は 、患者が幾らも居ない。毎日、9時に来て5時に帰る。
リハビリなんか見に来た事もない。病院で知り合った友達が、病院の玄関の階段に、車椅子で
落ちてけがをした。医者は救急車で町の病院に運んだ。でも帰されてこの病院のベットで寝てい
た。帰されるのが当たり前だ。
【この事故の様子は下記ＵＲＬ参照：】
①春日居リハビリテーション病院の診療体制
②
■ “お父さん がんばって！（５) （春日居リハビリテーション病院③）”＞8/9、
8/10 の項
・・・

春日居リハビリテーション病院
ケンイチ入院診断計画書(私がPDFファ
イルに書き直したもの)
（私宛の、「入院診断計画書」です。最低限、私が読める字を書く必要があります。永生
病院に、春日居でもらった処方箋を渡したら、医者が読めないと言い、私が薬を見せま
した。事故の元です！原本はこちら）
■

■ケンイチの闘病記：日医大永山病院－春日居リハビリテーション病院
■「春日居リハビリテーション病院の診察体勢」
戻る
■“転院のはて”
“リハビリをして、前
のはて” ―“
リハビリをして、前の
、前の様に元気になりたい！
になりたい！”と、石和に来たのに、着いた
途端、医者にこう言われました。
でも、心配しないで！大丈夫です！
■“不活性な
不活性なH2（水素）ガス
（水素）ガス！
ガス！”（副題：“
（副題：“赤シャツ先生
シャツ先生は
先生は、サラリーマン”
サラリーマン”）
■“くすりは 食後？”
食後？”：春日居リハビリテーション病院http://www.kasugai-reha.com/に転院し
て・・・
■春日居リハビリテーション病院の リハビリ体制
戻る
■ 院内感染―
感染
入院して１ヶ月が過ぎ、病室が３階から、２階の３人部屋に変わりました。「３人部屋＝追加室
料」が気になり、女房に“入っていいの？”と、電話しました。後で聞くと、この部屋は追加がありま
せんでした。 “この部屋、何となく埃っぽいな！”、これが第一印象でした。
窓のカーテンも、ベットを囲うカーテンも。
看護婦さんに言って、カーテンの洗濯を頼みました。部屋の便所を使う様に云われましたが、虫
が出て汚いので、誰も入りません。
１０日程して、貫禄のある、ガッチリした看護婦さんが、「１階の部屋に移ってくれない？」と、来
まして、１階の東に移動しました。話では この部屋、元、産婦人科の診察室だと言います。私の
ベットのカーテンはベットの真上にあるので、使えず、丸まって置いてありました。ここも、なにし
ろ、掃除が行き届きません。
８月になり、装具ができ、私は朝６時になると、廊下や庭で、杖で歩く練習を始めました。 そうそ
う、練習していると、ヘルパーのおばさんに、「許可されてます？」と、よく、言われました。“さァ
ー、・・・”、返事できません・・・ＰＴの先生に聞くのでしょう・・・先生が上手云ってくれました。ある
日、練習をしていると、庭の池のところに、一寸 、２階に居たときの、知り合いが、居ました。どうし
たのか、何か、寂しそうに。
その日でした、「２階に感染症がはやった！」と、聞いたのは。２階の３人部屋のときの２人、よ
く、ＯＴで一緒になる、３階で同室だった人・・・彼らは１ヶ月以上、隔離され、リハビリが出来ません
でした。
２階の便所に“特別の便所”が出来たのは、それから、１ヶ月程経ってからでした。
勿論、病院からは詳しい説明は有りませんでした。掃除が行き届かないのが、原因の１つだと
感じます。
戻る
■水治療のこと
私が、入院したときには、まだ、“…温泉病院”という、看板（春日居温泉病院と云ったそうです）
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が はずして置いてありました。“石和―温泉療法”という、イメージがありますが、私の経験した
時代には、何もありませんでした。別の、“温泉病院（―石和温泉病院―）”に入った経験の在る
方の話では、そこは“温泉療法”があったそうです。「病院、良かったですよ！」と…私も、家族も、
何か、サギに あったようでした…だって、パンフレットには、水着で歩く写真がありました。（資料
参照・・・近くの、石和温泉病院水治療法http://www.isawa-hsp.or.jp/、山梨温泉病院プールセラピ
ーhttp://www.yamaon.com/には、温泉療法があります。）
///
・2012/11、、、暫らく振りで見たら、、また、病院の名前が変わっていた：
（春日居
春日居サイバーナイフ・リハビリ
春日居サイバーナイフ・リハビリ病院
サイバーナイフ・リハビリ病院）に。。。
病院
HPのurl は、変更ナシ。
・分かりにくい（病院沿革）は コチラ！
（この、リハ病院）も私も、“１３回忌”を超えたけど ね！
戻る
■風呂のこと
私は、まだ、車椅子でしたが、９月から部屋の３人で一緒に“自分での、毎日の、温泉浴”のＯＫ
が、出ました。今までは、週２。その日が旗日に当たると、おろぬかれ ました…そのとき、担当の
看護婦さんの、“一人で風呂に入れるか？のテスト”が、ありました…この看護婦さん、いい方でし
たね…石和では…
看護婦さんの見て居る目の前で、３人揃って、裸になります…石和で、男と女が逆では、私も経
験ありますが…自分でやるとは…
それ以来、石和には行きません…まあ、病院に電話してみます。
ーーー
★〈この様子は〉：
・（ケンイチ書庫）＞（

ケンイチ闘病記）＞

（Ⅲ－７）春日居リハビリテーション病院④＞

1999/9/10（金）の項 をご覧下さい！
ーーー
戻る
■入院時の“車いす借料”の精算依頼
＊―春日居リハビリテーション病院の資料を、見る用があって、借りていた車椅子の請求が違う
ことに手を付けました。前から“違うな！”とは、思って居たのですが…
＊―春日居リハ病院に電話しました。
“経理、お願いします！”
電話に出た女の子は、「何の用事でしょうか？」
“だから、経理に…私、前に入院していましたが…”
「お待ちください！」 １分以上、返事ありません！
一回切って、再ダイヤル！
“今の人…”
「アッ、すいません！つなぎます！」
「代わりました！」 受付も経理も、同じところですから！
「今、コンピューターが…」 “こわれたの…” 「ハィ！」 素直で、可愛いですね!
“ジャアー、後で電話ください！”
私は、経理とのコンタクトは初めてです！ 言葉が出来ないので、それどころでは、ありませんで
した！ ３年経てば…頑張りましょう！
病院は、私の印象では、“アーァ↓！”でした…
“春日居、やっぱりだめだな！…！”
＊６時ごろ、担当の男の人から、電話、ありました！ “この人、前、営業関係の仕事に就いて居
たのでは…”と、思います。電話での応対が、適切です！“あの、だめな病院に…”と…、何とか
に・鶴 …
間違えた額は、銀行に、送金してくれます。後で、もう一度、電話があり、「銀行への送金は、車椅
子屋からになります！”
担当が処理に明るく、気持ちいい応対でした。
“損して 得、 取れ！”
“クレームは、商売に ＋（プラス）！”
これが、私の信条ですが、同じ主義の人と会えて、きょうは、気持ちがいいです！
―翌日、銀行に返金されました！
二人で動かす、“医療相談室”、そして、今、知った“経理”は、本物です！
医療がそれに準ずることを、希望します。
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戻る
■消費税、端数切り上げの（IDO→au）：“紙請求書”は５２円？？＞
・春日居リハビリテーション
春日居リハビリテーション病院
リハビリテーション病院：平成22年6月1日・脳神経外科OPEN！！
病院
戻る
z

永生病院
http://www.eisei.or.jp/
診療を受けているもの：神経内科、整形外科（大腿骨折）、リハビリ科
{

神経内科
経内科
とってもいい先生です。でも外来は半日で10人位です。原因は名前にあると思います。
・日本神経学会＞神経内科の主な病気

{

整形外科
■
ケンイチ入院医療費：③永生病院
ここは混みます。私の主治医（
doctorデータ：アカギイエヤス参照）は、ものをはっき
り言います。私は自分もそうですが、オブラートに包んだ様な、話し方はきらいです。
■ケンイチの闘病記：永生病院

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊

■イエヤス先生
＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊

戻る
z

永生クリニック
永生クリニック
http://www.eisei.or.jp/clinic_e.htm

{

2001/10/1 ：■永生病院の
永生病院の外来専門病院
来専門病院
２００１年１０月１日から、外来の診察とリハビリは、永生病院の前に新しく出来た、この
病院に移りました。医者もリハビリも先生は同じです。診察カードも永生病院の 、ままで
す。
診察は、診察日が少なくなり、月曜の午前中は、主治医の診察はなくなりました。診察
の予約が出来る様になりましたが、月曜で見ると、午前は休み、午後の予約は、６人と言
う事で、予約の無い人は逆に前より時間が掛かります。システムが完成されていません。
医師の手を経てカルテをもらうシステムも、患者にとっては、ムダです。“医師が見て、
患者の様子を見る！”と言いますが、ただ単に事務的にカルテを渡すだけです。前の“医
師の入らないシステム”の方がスムーズです。私は医師からカルテをもらわず、直接リハ
ビリの先生に行きますが、何の問題もありません。
（私、システムの初めの頃、、、調子が悪いときに、、、、“調子、、、悪いんでがす・・・”と、
「カルテ先生」に云ったら、、、「大丈夫です！！！」で終わり、、、“何だ、、、これっ
て？？？・・・”で、「カルテ先生」には、行 かずに、リハに行きました、、、 甘い、、、“リジ
チョウの“空車（カラグルマ）？？”？と、今は、思っています！）
システムを設計する人が、システムに明るい人ではないようです！
戻る

{

2003/4 ： ■受動喫煙

２Ｆの便所に行ったら、こんな貼紙があった。
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理事長の書くことではないね！
書くんだったら、「院長名」だよ。
■（受動喫煙）は確かに、ある。
タバコ屋だった、私のおばさんは、自分ではタバコは吸わない、
売るだけ。でも、肺ガンで死んだ。だが、それで肺ガンになるのは、
タバコ屋をしていたおばさん位に沢山（受動喫煙）した場合だね。タ
バコ屋で蔵が出来たんだ。
――だって、ある時、専売公社（今の、日本たばこ産業（株））にイ
ベントの打合せで行ったら、テーブルの上に、山のようにタバコが
積んであった・・・ご自由にと。
向こうの会社が2人、1本ずつ吸った。私も、連れも、吸わないの
に。専売公社の社員が肺ガンになる確率は、他の人と違うのか
ね？
同じだと、思うよ。
だって、彼は未だ生きているんだから―‐。
便所の窓から見ると、リハビリの先生が良くタバコを吸っている。
タバコの好きな、リハビリ先生には吸わせてやった方がいい。どこ
か、気を抜く所を作ってやらねば・・・医者－リハビリ先生の上下関
係は辛いよね。
理事長さん・・・。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
タバコ ［1999-2004］

{

戻る

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

{

10年07月：理事長
07月：理事長が
月：理事長が“選挙に出た”！
なんだろう？ 寅さんって？？？
・民主党参議院比例区第73総支部長 安藤たかお
http://ando2.jp

{

ーーー
・・・
'安藤ｓの、只今、制作中！のホームページに会いに行ったら、、、
“４０３ ERROR！”で、、、削除されていた！
“アン寅先生！”の、“再起！”は、、、無いのかな？

{

（無料シャトル バス運行）されている！
（永生病院の前理事長胸像前）―（めじろ台駅：多摩信の南）―
（西八王子 駅南口タクシー乗場の前方）の、閉ループで運行されている。
運転は、、、一言も、口を利かない“無音の運転手ｓ”、、、。。。
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今まで、駅からのバス代、、、出なかったのかな？ 職員には？

・広島に居た私に、携帯、、、銀行から。
「新井さん、教えて、永生病院でしたよね！ 事務局がもめてるらしいんです
が？」
「事務局メンバーが変わったそうで、看護婦の靴で？ １年に２足くれたのが、
“０”になったって？」
“知らないけど、、、（外部からの目）は、必要だな！”
(2011/8/19：記)
{

安藤たかお：
大変申し訳ございません。只今、制作中となっております。
今しばらくお待ちください。（Copyright © 2010 Ando Takao All rights reserved.）
http://www.ando2.jp/
・私は“職人”。 “自分の手で、仕事をしない職人も今は居る！”
医者も“職人！”。 “診察しない医者”って、、、、どうなんだろな・・・？？？
安藤たかおの見聞録-永生会理事長のブログ- の、安藤高朗ｓ。。。
・livedoor Blog ケンイチ “脳出血との闘い”＞■大変なのは“人員不足が深刻な勤務
医”！：今年、葬式多いけど、、、開業医で死んだ人を、知らないな？

{

【参考：
安藤た
かお
２０１０
参議院選挙直前（比例代表候補者に緊急アンケート）：日本はもっと映画を支援す
べきか？】

・＞残念ながら見る時間がない。フーテンの寅さんが最後かも。
：（この回答で、いいのかな？ と、私は、思う？）

・・・
■livedoor Blog ケンイチ “脳出血との闘い”＞
：(ホーム > 永生会のご案内 > 2010年新年のご挨拶：を、考える！
・医療法人社団永生会 理事長 安藤高朗
あけましておめでとうございます。)
・・・

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
戻る
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{

2003/2/15 ： ■担当医の
当医の変更
長くお世話になった神経内科の先生が、国立横浜病院
http://www.hosp.go.jp/~yokoham/へ、 代わられます。
それに伴い、次回から“内科”の診察になります。東海大医学部付属八王子病院から来る
代わりの先生は、週 、半日の診察だそうで、皆さん内科に移る様です。
院長先生（
doctorデータ：ハシダジュン参照）に診てもらうのですが、 患者が多く、
予約時間を守れない様なので、心配です。
リハビリで会う知り合いは、介護の車で来て、診察・リハビリの時には、遅くなると、リハビ
リをしないで帰ります。善処お願いします。
診察室には何時の頃か、“ただいま診察が■■分、遅れております”の紙が貼ってあり
ます。
①常習的に遅れるのならば、予約システムの問題を再検討すべきです。
②例えば、予約時間１０；３０とは、１０；３０丁度と云うのではなく、１０；３０～１１；００との
事だと云いますが、それなら、そう書くべきです。
私と同じ時間で、整形に通う女房の先生が、私に、「きょう混んでて、おくさん診察遅れ
て・・・、」と、云ってくれます。私は自分の事でないので、“いえ～、先生も大変ですね・・・”
と、云いますが、自分の事だと“タイヘン！”です。
私の通うリハビリは、時間の管理が正確です。これは、経営者の目には、「仕事に余裕
がある！」と、映っているのかな？

{

医院・診療所と病院の違い
http://www.osaka.med.or.jp/health/family/23/23.html
戻る

{

■“待てない方です！” ：
私のカルテのファイルに書いてあるのを先生が見つけ、教えてくれました！
私は予約の場合、１０分待ったら事務員さんに、“予約なんですが…待っているんです
が…”
事務員さんも、「あの人 うるさいよ…早めにしとこうっと…」
犬棒カルタの、“憎まれっ子 世にはばかる…”です！
戻る

{

2002/5/20 ：■カルテの貰い方が前に戻りました
カルテの貰い方が、きょうから変わりました！前の“医師の入らないシステム”に戻りま
した。今日、見ても、張り紙はなく、受付で“リハビリに直接どうぞ！”と、言うだけです。
こそこそする様で、気に入らないのは、私だけでしょうか？でも、永生病院の良さは、聞
く耳を持っていると言う点です！
これは大きな長所です！
戻る

{

080929「院長」と云う名前：
最近、永生クリニックに行くと、、、「永生クリニック院長」の名前を良く見るようになった。

得意の、便所に行くと？？？

、、診察予約をする椅子の前には

、、、そして、会計 を待つ椅子の前にも
事長名ではなく“院長名”が見えるようになって来た。。。

と、理

その“お知らせ”の
「禁煙外来」？？？ “医者がタバコを吸わない人？？？”
“ご希望の方は・・・”とあったので、側に居た会計さんに聞いた。
彼女、、、椅子から立上がって応対した、、、“おばさん”では、立てないと思った？
「禁煙したい人の為の外来で、院長と、金子医師で、毎日午後 診察しています！」
“何をするの？？？”
「シップを貼ったり・・・」 “口に貼ればいいのにね！？？？”

http://www.geocities.jp/chinkeira/isya.html
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そして、
にいない人が、
。
ショウガナイカな？ 前は、診察していたが・・・私は、スッキリしないな。
永生病院に、入院していたおばさんは、 院長（＝理事長）に会うと、、、可愛らしい声で、、、
“院長せんせぇいィ～”だったな！
頑張ったおばさんが亡くなって、もう二年になる。
大正・昭和・平成・・・、“八王子市からお祝いされた １ダースの兄弟”も、３人だけとなっ
た・・・。。。
戻る
{

■090612：お茶 は、テーブルで飲む事ができます！？
冷たい水を飲もうと、お茶・冷水の給湯器がある玄関 隣の部屋に行った。
給湯器に、、、「お茶は、テーブルのある所で、飲むことができます！」と、書いてあった。
診察待ちの椅子の配置が変っている。「診察予
約」のカウンターの前（＝処置室の前）に大きなテ
ーブルが置かれ、テーブルの周りには、新しい椅
子が置いてあった。
あぁ～、ここで飲むんだ！

テーブ
ルの
真ん
に
は、、、
「お茶
は、テ
ーブル
で飲
事がで
きま
す」と
書いて
あった。
私が診察を待っている「内科」の、、、直ぐ後ろだ！？
具合が悪いから医者に来て、のんびり～、“お茶をどうぞ！”って、、、他の医者では無かっ
たな！
永生病院で、診察１０年を迎えた私も、還暦になったが、今もガツガツしている。。
この永生病院にも、１０年前
には、“リハビリをして、仕事
に復帰するんだ！”と云う人
も多かった。
最近見える患者さん、、、
“これから 一花（ヒトハ
ナ）！”の患者さんは、居な
いな？！
“病院で、茶飲み友達！”か
な？
これはいい事だが、、私
は、、診察待ちの椅子の近
では、避けた方がいいと思
う。
【参考： （脳出血との闘い）＞リハビリ＞永生病院・永生クリニック】
戻る

http://www.geocities.jp/chinkeira/isya.html

2012/12/13

脳出血との闘い 医者

9/9 ページ

■院長の
院長の 様子は？：111007
？：111007

{

・2011/10/7、午前中の診察が混んでいた。（待ち時間：６０分）と表示されていて、1時を
過ぎても診察が続いていた。
（13:40予約）の私、、、時間を決めた用事があったので、用事を先に済ませようか？
処置室の看護婦に聞いたら、サポートのレオナちゃんが出てきてくれて、、、
「今、先生、一寸 食事して 直ぐに 診察されるから・・・、、、」 “じゃ～、、、待ってる！”
「新井さん、、、もう10年でしょっ~、、、今も“若手の患者さん”ですよ！」と云った、、、患者
に優しく接するクリニッツ院長は、バイタリテ ィーが、ある！
私は、“失語症”でも（相手が分からなくても）、良く、しゃべったが、「新井さん、飛行機の
操縦、、、できますか？」と聞いた、、、“鳥取のヒコーキ先生（■ある“戦士と銃後を守った妻”
の物語！＞【考察！】：参照）”は、同じ医者でも、大分、器が、、小さいな！？！！
・111007の
111007の永生クリニックの
永生クリニックの様
コチラ！
クリニックの様子＃１ は コチラ！
・111007の
111007の永生クリニックの
永生クリニックの様
クリニックの様子＃2
子＃2 は コチラ！
コチラ！
診察が終わり、“今日、混んだの、レオナちゃんの魅力かな？”

「また～、、、」

【参考：livedoor Blog ケンイチ “脳
脳出血との闘い”:＞
＞脳出血：10年目
年目の春を迎えて！】
出血
出血
年目
・永生病院の「寿限無（ジュゲム）」に おばさんが入ったので、、、様子を見に行った。
案内看板が少なすぎるので、前に居た高校生グループに聞いたら、「ここです！ 左に曲
がったところが入口です！」
２Ｆの食堂で、運動会の“ボンボン”を作っていたおばさんの個室に入った。すかさず、若
いヘルパーの女性が、お茶を持って来てくれた。
施設に、知り合いに会いに行ったり、タイル修理で行くが、お茶が出たことは、一度も無
い！ 施設で、お茶をもらったのは、初めてだ！
この施設、月20万と聞いているけど、、、もっと、高いのかな？
戻る

{

戻る
■当ホームページはフレーム機能を使用しております。
左にメニューが表示されない場合はこちらをクリックしてください。
制作・管理：ケンイチ

http://www.geocities.jp/chinkeira/isya.html

“脳出血との
出血との闘
との闘い－医者”

2012/12/13

