
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legami 

制作・発行 新戸塚病院 広報委員会 ／ 本誌掲載記事・写真等、無断転載禁止 ／ 2013年 1月 発行（第 000008号） 

 季刊広報誌 第 0001号 

病 院 理 念   医療と介護と人間力で患者さまと向き合います 

基 本 方 針   ◆ やさしい言葉と笑顔と真心で、患者さまの安心・安全・権利を守ります 

          ◆ 地域医療機関との連携で患者さまの思うゴールに全職員でサポートしていきます 

          ◆ 医療従事者らしい振る舞いと常に工夫で医療の質の向上を心がけます 

ＩＭＳグループ  広報誌  プ ラ ザ イ ム ス 

Legami 

レ     ガ    ー    ミ 2013 冬雪号 

vol.8 

特集 市民公開講座～脳卒中最前線～ 
■医師紹介 

■新年ごあいさつ 

■クリスマスコンサート 

■もちつき大会 

■学会実績 

■病院看板新しくなりました 

■病棟だより 

■家族講習会インフォメーション 

■ＮＥＷＳ ＴＯＰＩＣＳ 
横浜南部脳卒中ネットワーク総会 

  潜在看護師復職支援講習会開催 
二俣川送迎のご案内 

 

レガーミとはイタリア語で『絆（きずな）』という意味です。このタイトル名には病院と患者様、当院と連携を組んでいる病院との 

絆がより強くなるようにとの願いがこめられています。 

ご自由にお持ち帰りください 

IMS
イムス

グループ 

医療法人社団 明芳会 新戸塚病院 

〒244-0805 

神奈川県横浜市戸塚区川上町 690-2 

TEL045-822-4151 FAX045-813-7590 

E-mail sth-soumu@ims.gr.jp 

URL http://www.ims.gr.jp/shintotsuka/ 

 

 

編集後記 

 新しい一年がスタートしました。今年も宜しくお願い致します。皆様はどのよう

な年末年始をお過ごしになりましたでしょうか？私は自宅でゆっくり年越し、年始

は実家や初詣に行ってきました。毎年おみくじで「凶」をひくのですが、今年は「小

吉」！！！小さい喜びから始まった 2013年です。皆様が、喜びに溢れた一年にな

りますように。                  総務課 小川 

 

イ ム ス に 

受付時間/平日 8:30～17:30 土曜日 8:30～12:30（日祝・年末年始休み） 

イムス 

IMSグループからのお知らせ 

医療・介護のことでお悩みはありませんか？ 
IMSグループイムス総合サービスセンターが、みなさまからの医療・介護のご相談をお受けいたします。 

詳しくはホームページをご覧ください。 

来訪もしくは、お電話かホームページ〔メールフォーム〕よりお問い合わせください。 

     0800-800-1632            03-3989-1141(代表)              
※「050」から始まる IP 電話および国際電話からはご利用いただけません。 

イムス総合サービスセンターのサービス内容や、IMSグループの最新情報をご覧いただけます。 

http://www.ims.gr.jp/gscenter/ 
〒170-0013 東京都豊島区東池袋 1-21-11 オーク池袋ビルディング 8F 

皆様のご意見をお聞かせください 

当院では、よりよい病院づくりのために、皆様のご意見を募集
しています。ご意見は下記場所、FAXまたは E-mailで受け付
けております。皆様の貴重なご意見をお待ちしております。 

イムス 

FAX 045-823-3850 E-mail sth-soumu@ims.gr.jp 

院内ご意見箱設置場所 

  ・各病棟エレベーターホール 

・１階受付前  

・医療相談室横 
イムス 

 

院長のつぶやき。 

 お正月、皆さまはどの様に 

すごされましたか？ 

病院を管理する私は、あまりどっぷりとお正月

気分というわけにはいかず、ただ、初詣だけは

絶対しなければと考え、行ってきました。 

 なぜ、初詣は必ずと考えたかというと、近年、

お正月だというのに、街は普段と変わらない様

子ではありませんか？その中で、唯一お正月気

分にさせてくれるのが、お寺や神社の周りだけ

だからです。出店が並び、焼きそば・甘酒・カ

ルメ焼・ベビーカステラｅｔｃ。私が子供の頃

と何も変わっていない。これぞお正月！！！ 

昔は、近所の商店も三が日は完全にお休みで、

大量の食料品を年末に買いだめしていました。

それが今では、コンビニがあり、生活にまった

く困らない。新年のご挨拶がメールでくる様に

なり、門松や凧あげ、羽子板といった、ザ・お

正月を探して街を歩く・・・。 

こんな時代で、本当に良いのでしょうか？ 

伝統的な日本のお正月が、思い出として心の中

だけで生き続ける。 

寂しいものです。 

こう考えるのは、私だけでしょうか？ 

 

■Ｌｅｔ‘ｓ Ｃｏｏｋｉｎｇ★ 

■初日の出撮影 

■初詣参拝 

■外来ご案内 

■健康診断のお知らせ 

■皆様のご意見をお聞かせください 

■院長のつぶやき 

■ＩＭＳグループからのお知らせ 

■病院理念・基本方針・編集後記 

健康診断のお知らせ 
下記日程で行っております。予約制となっておりますので、あらかじめご連絡を

ください。料金は、保険等で異なりますので、お問い合わせください。 

 ■ 一般健康診断（月～金） 午前１０時より 

■ 特定健康診断（火のみ） 午前１０時より 

■ 介護老人保健施設入所用健康診断 

        （火のみ） 午前１０時より 

肺炎球菌ワクチンの接種を行っています。予約制となっ

ており、１階受付または電話で予約を承っております。 

 料金は 8,400円です。 

ご予約はこちらへ。045-822-4151（代） 

mailto:sth-soumu@ims.gr.jp
http://www.ims.gr.jp/shintotsuka/


 

 

 

 

 

 

 

 

特集 市民公開講座～脳卒中最前線～ 
 
 

 12月 23日（日）横浜市瀬谷公会堂にて、横浜西部脳卒中地域連携の会主催で市民公開講座が行われました。当院から
は、神経内科部長の秋山先生と、リハビリテーション科作業療法士の大郷主任が演者として参加しました。下記は、講
座の内容をまとめたものです。 

『慢性期治療と再発予防について』演者：神経内科部長 秋山医師 

『片麻痺に対する促通反復療法の理論と実際』 

演者：リハビリテーション科作業療法士 大郷主任 

外来ご案内 

診療科目  （総合・一般）内科・神経内科 

診療 日  月 ～ 金 

受付時間  午前８：００～１２：３０ 

診療時間  午前９：００～１３：００ （当院の外来は、午前のみとなります。） 

休 診  土・日・祝祭日・年末年始 

外来診療担当表 

 月 火 水 木 金 土 

総合内科 今井 院長 伊藤 院長 今井 ― 

神経内科 ― ― 和田(※) ― ― ― 

 

 

 

次のような症状があらわれたら神経疾患の可能性があります。 

  ・手足に力がはいらない ・手足がしびれる ・しゃべりにくい ・飲み込みにくい ・手が震える 

  ・頭が痛い ・目が回る ・ふらつき ・・・など 

これらの症状だけでは何の病気かわかりません。ご心配な方は、まずは総合内科の受診をおすすめします。 

※当院神経内科は予約制となっております。 

 これまで、脳卒中で片麻痺になると、破壊された神経細胞は再生しないか

ら片麻痺は治療しても回復はしないとの考えが常識でした（図１）。特に発

症から 6ヶ月を経過すると積極的な治療はほとんど行われておりませんでし

た。しかし、脳科学の進歩で、脳の一部が破壊されても、損傷を免れた他の

部位が、損傷した部位の役割を代行する能力があることが明らかになってき

ました。この能力を最大限に引き出すことを意図して、霧島リハビリテーシ

ョンセンターの川平和美教授が考え出したのが、促通反復療法です。 

（図２） 

 促通反復療法とは、治療者が患者さまの麻痺した手足を操作し、必要な神

経回路にピンポイントで刺激を伝え、目標とする動作を誘発します。これを

根気よく繰り返すことで、必要な神経回路を再建・強化して、従来は改善が

難しいとされた麻痺の治療を目指す新しいリハビリ法です（図２）。 

教授の名を冠して「川平法」とも呼ばれています。 

 当院では、霧島リハビリテーションセンターで促通反復療法の研修を受け

たスタッフが在籍しております。促通反復療法を使用した治療が行えますの

で、ご希望の方はホームページの予約申し込み登録フォーム、もしくは、お

電話にてお問い合わせください。 

 専用電話番号：０４５－８２２－８８７１（直通） 

（図１） 

ビール中瓶 1本・日本酒 1合・ウイスキーは

ダブルで１杯・ワインはグラスで２杯です。 

～お酒の適量～ 

＜参考文献＞ 

(※)秋山克徳、北川泰久、篠原幸人ら 神奈川 REALITY「ラクナ梗塞再発時の血圧因子；J カーブは存在するか」 

脳卒中 29 巻 6 号、771-776、2007 

禁煙すると、脳卒中になる危険性は吸わない人と同程度になりますので、減量では

なく、確実に禁煙することが重要です。歯周病の人はそうでない人の 2.8倍、脳梗

塞になりやすいと言われています。1日 3回、時間をかけてしっかり歯磨きをしてく

ださい。 

６．生活習慣 

 適度な運動は生活習慣病を改善させ、脳卒中の予防につながります。毎日少しず

つ体を動かすようにしてください。食事は 1日 3回しっかり摂る。水分は少しずつ 

でよいので、いろいろな種類のものを摂るように心掛けてください。 

 

初日の出撮影 

初詣参拝 

 1月 1日 6時 50分初日の出です。

あいにく雲が多かったですが、雲の合

間から太陽が顔を見せてくれました。

ランドマークタワー越しの幻想的な

日の出で、素晴らしい一年のスタート

となりました。 

撮影者：総務課 武藤 

 1月 7日(月)、当院の 3役で、横浜

市泉区にあります、御霊神社へ初詣参

拝に行ってきました。患者さま、ご家

族さまと職員の健康とご多幸を祈願

してまいりました。 

豚しゃぶ 
～冬野菜と一緒に～ 

１．薬物療法 

 薬物療法には抗血小板薬と抗凝固薬があります。抗血小板薬はラクナ梗塞とアテローム血栓性梗塞に使用されま

す。アスピリン、クロピドグレル、シロスタゾールの 3種類が主に使用されていますが、様々な研究の結果、現在で

は、クロピドグレルとシロスタゾールの効果が比較的良好であると報告されています。抗凝固薬は心房細動や心筋梗

塞後に生じる心臓内血栓が原因となる、心原性脳塞栓症に対して使用されます。 

２．高血圧症 

 高血圧症は脳梗塞の危険因子であることは昔から言われています。私たちが行った研究(※)でも血圧を下げること

が重要であることが分かりました。 

３．糖尿病 

 食後に血糖が上昇すると血管の一番内側にある内皮細胞にストレスが係るといわれています。そのストレスにより

動脈硬化が出現すると考えられています。 

４．脂質異常症 

 総コレステロールが上昇すると脳梗塞の発症率が上昇すると言われています。また HDLコレステロール（善玉）が

低下すると、脳梗塞の発症が増加することも分かっています。 

５．不整脈・飲酒・喫煙・歯肉炎 

 すべての不整脈が脳梗塞の原因になるわけではありませんが、心房細動という不整脈は脳梗塞の原因になります。

お酒は飲みすぎると、脳梗塞の発症が増加するため、適量を守ることが重要です。 

Ｌｅｔ‘ｓ Ｃｏｏｋｉｎｇ★ 

 糖尿病の方で、1 日 1600 キロカロリーで
調節されている方にピッタリです。冬野菜
をたっぷり食べて、満腹に。サラダと合わ
せると、1 食で 250ｇの野菜が摂れます。 

 旬野菜でいろいろ食べてください。菜の
花・ゴーヤ・ブロッコリー・キャベツなど
など。 

豚しゃぶ（2 人分） 

豚ももスライス 200ｇ 
片栗粉 小さじ 2 
生姜  1片 
長ネギ 10㎝ 
酒   大さじ 2 
大根  100ｇ（5㎝） 
人参  50ｇ 
白菜  200ｇ（2枚） 

梅ごぼうサラダ（2 人分） 

ごぼう  100ｇ 
いんげん 40ｇ 
マヨネーズハーフ 大さじ 1 
ねりうめ 6ｇ（梅干しでも OK） 
 
野菜を茹でて合えるだけ。 
マヨネーズは高カロリーですが、 
カロリーハーフをうまく使えば OK。 

①大根、ニンジンをスライスする。スライサー・大きめのピーラーを使うと簡
単。白菜は芯をそぎ切りし、葉は 5 ㎝ほどに切る。 

②鍋にお湯を沸かし、千切りにした生姜・長ネギ・酒を入れ①の野菜を順に茹
でる。 

③豚ももは、薄く全体に片栗粉をまぶし②の鍋に入れて茹でる。 
④鍋から取り出し色よく盛り付ける。お好みの味で食べてみてください。 
 ポン酢＆柚子こしょう◆胡麻だれ◆ねぎソース◆お好きなドレッシングなど 
☆茹で汁でかき玉汁を作ると、おいしいですよ。 

☆ワンポイントアドバイス☆ 

・ごぼうに含まれる食物繊維は、 

血糖値の急上昇を抑えてくれます。 

・脂身の少ないもも肉を使用して、

カロリーダウン。赤身でも片栗粉を

まぶして茹でると軟らかくなりま

す。 

ご飯 150g で 1 食あたり 

エネルギー 540 キロカロリー 

食物繊維  6.8 グラム 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2012年 10月 7日（日）、荒川戸田橋陸上競技場にて第 51回 IMSグループ大運動会が行われました。 

 新年あけましておめでとうございます。 

旧年中は、格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございます。おかげ様で、無事新年を迎え

る事ができました。 

 今年は巳年になります。十二支の 6 番目の干支です。 

ヘビ（蛇）には、我慢強さ・辛抱強さ等の意味があるそうですが、その他に、恩を受けた時

にはその恩に報いるといった意味もあると書かれているのを多く見かけます。 

医師という仕事柄、多くの人と出会います。 

また、そのうち大多数は、人生の先輩である事も現実です。 

大学で学んできた事だけでは、医師は務まりません。学んできた事以上に、現場で学ぶ事の

ほうが多く、大切であると感じています。 

先日も、他院で加療を終えて帰院した、明治生まれの患者様の搬送に同行をした際、車内で

手を握っていたら、「あなたの手は温かいね。落ち着く。」と言っていただきました。医療

の原点は、“手当て”。手を当てる事、タッチングから始まっています。 

日々の診療の中で、患者様から教えて頂く事、思い出させて頂く事等、沢山あります。 

そんな一つひとつの出来事を大切にし、これからも精進していく所存です。 

 今年も全力で安心・安全な医療の提供と、快適な療養環境の充実に取り組んでまいります。 

 皆様の期待に応えられる、新戸塚病院を目指します！ 

 

医師紹介 

橋爪医師プロフィール 

内科部長 

橋爪 義隆 
はしづめ よしたか 

【略歴】獨協医科大学医学部 卒業 
    獨協医科大学 第三内科 

獨協医科大学 麻酔科 
栃木県立がんセンター 麻酔科 
医療法人社団明芳会 新戸塚病院 内科部長 
獨協医科大学 非常勤講師 

     
【資格】麻酔科専門医 
    ペインクリニック専門医 
    医学博士 

 内科の橋爪義隆です。 

 まず簡単に自己紹介をさせて頂きます。私は７月生まれの獅子座、Ａ型です。（でもなぜでしょうか、必ずＯ型かＢ型に

間違われます。こんなに典型的なＡ型なのに・・・） 

趣味は旅行、音楽鑑賞です。音楽のジャンルは問いません。クラシック、洋楽、邦楽なんでも聴いています。最近ではクラ

シックならブラームスの交響曲を、洋楽ならビリー・ジョイルの「Honesty」（ちょっと古いですか？）を良く聴いていま

す。「Honesty」は曲もいいけれど歌詞が好きですね。それから、好きな食べ物はお寿司です。これさえあればいつでも満

面の笑みでいられます！ 

 「為せば成る為さねば成らぬ何事も」という上杉鷹山の言葉があります。この続きを知っていますか？「成らぬは人の為

さぬなりけり」です。私は、この後ろの言葉が好きです。人間は受け身では何も成長しません。ただ置かれた今の環境に不

満を持つだけで、他人の出方で幸せになったり、不幸になったり・・・。それで幸せになるわけはないですね。渡辺和子さ

んの本のタイトルにある、「置かれた場所で咲きなさい」とは、そういう事を言っていると思います。一度きりの人生。ヒ

トとして生まれてきたのだから！ 

 さて、現在当院では緩和ケアチームがつくられ、日々活動しています。私はそのチームの一員としても様々な患者さまに

接しています。緩和ケアチームとは、一言でいうと痛みのある患者さまの「痛み」「苦しみ」を取り除くために組織された

チームです。いろいろな職種の人達が集まり、各々の専門分野の知識を駆使して患者さまに最高のケアを提供しようとする

プロ集団です。私はそのチームの中で、ペインクリニック医、内科医の立場で活動しています。まだまだ発展途上のチーム

なのですが、患者さまとそのご家族のために頑張っていこうと日々思っています。 

新年のご挨拶 

 前回より連載が始まりました、医師紹介です。 

第２回目は、内科部長 橋爪先生です。 

横浜南部脳卒中ネットワーク総会 

 11月 15日に横浜南部脳卒中ネットワーク総会が行われました。

急性期病院、回復期病院、クリニック、訪問看護ステーション、ケ

アマネージャー等、様々な業種・職種の方々が一堂に集まりました。 

 脳卒中についてのショートレクチャーや症例リレーを行い、特別

講演として「脳血管疾患における胃ろう管理栄養の現状」というテ

ーマで当院神経内科部長秋山医師もパネリストとして参加、嚥下訓

練と胃ろう管理について活発な意見が交わされました。 

潜在看護師復職支援講習会開催 

二俣川送迎のご案内 

 当院では、毎月第３木曜日、潜在看護師復職支援講習会を行ってい

ます。奇数月は技術研修、偶数月は病棟体験を実施しています。 

 毎月、２～３名程の参加ですが、１１月は５名の方の参加があり、

にぎやかな講習会となりました。ブランクのある方や他施設で働い

ている方、皆それぞれでしたが、採血や点滴ラインの確保、輸液ポ

ンプの使い方、経管栄養の実際等々、不安に感じる技術を一つ一つ

実施していただきました。最後は、病棟を見学し、回復期病棟や療

養病棟の雰囲気も見ていただきました。 

 病棟勤務から一度離れてしまうと、どうしても技術面で不安にな

りがちですが、こういった講習会を通して「再度挑戦してみたい」

「患者さまの為にお役に立ちたい」と思っていただけたら嬉しく感

じます。 

 興味のある方は、是非一度参加してみてください。お待ちしてお

ります。 

NEWS TOPICS 

 この度、新戸塚病院ご来院者のための送迎として、新戸塚病院（正面玄関前） ⇔ 二俣川駅 間の

送迎を行うこととなりました。1日 2便で、乗車料金は無料となっております。ぜひご利用ください。 

 新戸塚病院発 二俣川駅発 新戸塚病院着 

１便目 １１：００ １１：１５ １１：３０ 

２便目 １５：００ １５：１５ １５：３０ 

 

※日曜・祝日は運休です 

二俣駅南口ロータリーより 

発着いたします。 

上の写真のハイエースにて送迎いたします。 



 

 

 

 

 

 

 

学会実績（10 月～12 月） 

 学会の発表実績をご報告いた

します。今後もさまざまな学会を

通じてスタッフ一同、医療の質の

向上を心掛けます。 

看護部 

11月 3日 第 5回ＩＭＳ看護学会 

下園 あゆみ 

「気管切開部周りの清潔保持 

～気切パックを作成して～」 

 

11月 10日 第 9回日本褥瘡学会 

      関東甲信越地方学術会      

     荒井 民子  笽島 永里 

リハビリテーション科 

10月 11日～13日 

リハビリテーション・ケア合同研究大会 

札幌 2012 

松田 有佳（共同演者：森 陵） 

 「療養病棟における下肢リンパ浮腫患者への

挑戦！～複合的理学療法を用いたチーム

アプローチ～」 

吉田 有沙 

（共同演者：小松 里絵、渡邊 郁美） 

 「外出支援に必要な視点とは～退院後の発言

より見えた事～」 
 

11月 8日～9日 

第 20回日本慢性期医療学会 福井大会 
 

池谷 聡毅（共同演者：鵜澤 暢拡） 

 「療養病棟におけるリハビリの役割～自宅退

院にこだわりを持つ当院の現状からの考察」 

春山 真介 

 「療養病棟におけるリハビリ介入による変化

に対する評価方法の検討」 

西尾 香苗（共同演者：石井 将文） 

 「維持期におけるがんのリハビリテーション

の可能性」 

  

 

 

 

 

病棟だより 

家族講習会 
インフォメーション 

 

 毎月第 3 土曜日 14 時 30分～15 時 30 分、A 館 1 階外来待合室にて開

催しております。内容は月替わりで「社会資源（介護保険について等）」「移

動・移乗」「排泄の援助」「食事について（食事の時の姿勢や食事形態等）」

を行っています。 

 当院でリハビリを行われ、ご自宅に帰られてからの不安が少しでも軽減でき

るよう、スタッフ一同『何かサポート出来れば』という思いで行っております。 

 お気軽にお立ち寄りください。 

10月～12月の家族講習会では下記の内容で開催いたしました。 

 Ｂ１病棟は、なかなか外出できない患者さまがいらっしゃるの

で、日々に変化をつけたいと思い、季節感を意識した飾りつけや行

事を行っています。準備には患者さまにも手伝っていただいていま

す。これにより、スタッフと患者さまとの間に会話が弾むようにな

りました。行事に参加する目標を持つことで、リハビリに意欲が出

てきた方や、普段は部屋から出られない方もベッドごと部屋の外に

出る事で気分転換にもなっているようです。 

クリスマスがおわったら、お正月・節分と季節行事が続きます。

スタッフ一同、アイデアと工夫を凝らしていきますので、楽しみに

していて下さい。 

クリスマスコンサート

開演 
12/5（水）に院内でクリスマスコンサートが開催されました。 
今回も演奏者の方をお迎えし、多数の患者さまが参加されました。「きよし
この夜」や「アヴェ・マリア」など、クリスマスを代表する演奏で、会場と
なっていたＢ１、Ｃ３病棟の装飾に彩りを添えていました。今回参加された
患者さまの中には、ベッドごとでの参加の方や、呼吸器の患者さまもいらっ
しゃいましたが、どなたにも笑顔が見られました。 
また、看護部では師長達によるハンドベルの演奏がありました。当日は可

愛らしいコスチュームを着て、綺麗な音色を響かせました。練習の成果が出
ていたと思います。 
 入院期間中は、季節感が薄れてしましがちですが、時期に合わせた行事を
行うことで、季節感を味わっていただけたのではないかと思っています。 

10 月 食事 

 栄養科では、当院の食事形態につい 

て紹介しています。 

患者さまがどのような食事を食べてい

るかを知るいい機会になると思いま

す。実際に試食し、食べ比べもできる

ので、ぜひ参加してください。 

12 月 移動・移乗  

  回復期病棟スタッフ主催で、①歩行時

の介助方法②移乗時の介助方法③福祉

機器（杖、車椅子、装具等）の説明を

させていただきました。参加者の方か

らは、「はじめてだったので勉強にな

りました」「介助について無知だった

ので、これからも参加していきたい」

とご意見をいただきました。 

 

11 月 介護保険 

 

今後の予定 

今年度の家族講習会は、12月をもち

まして、終了いたしました。 

来年度は 4月から開始予定となって

おります。 

今後も皆さんに役立つ情報をお伝え

していきたいと思っています★ 

ふるってご参加ください★ 

 

今回の講習では、ソーシャルワーカー

より介護保険について説明させていた

だきました。具体的にイメージしてい

ただけるように、申請からご利用まで

の流れと介護保険で使えるサービスの

種類についての事例や、スケジュール

を挙げて紹介しました。さらに、当院

併設の通所リハビリテーション（デイ

ケア）および介護居宅支援事業所のご

紹介や、個別の相談にも対応させてい

ただきました。 

病院看板が新しくなりました！ 

 11月、新戸塚病院の看板が新しくなりました。 

新戸塚病院のカラーである、鮮やかなブルーに塗り

替えられました。夜にはライトアップをし、遠くか

らでも病院がよく見えるようになりました。 

地域のシンボルとなるよう、職員一同、より一層業

務に取り組んでいく所存です。 

 12月 28日（金）正面駐車場にて、も

ちつきを行いました。10㎏のもち米を

用意し、林院長をはじめ、職員が順番

でつきました。出来上がったお餅は、

外来患者さま、面会のご家族、近隣の

方々や職員に振る舞われました。 

 年末ならではの光景に、参加された

方からは、多くの笑顔がみられました。 

※クリスマスの作品です 

※お正月の作品です 

昼 夜 


