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コバヤシヘルスケアシステム

愛 生 館

秋号

「部署紹介」医療福祉相談係



愛生館コバヤシヘルスケアシステムと新川まちかどサロン合同主催の
『新川夏祭り』を盛大に開催することができました。今年は、じゃんけん
大会、バルーンアートなど新しいイベントも加わり、昨年を上回る来場
者（1,200 名以上）で賑わいました。
また、碧南市民吹奏楽団マスターズバンド、郷土芸能クラブ、フラダ

ンス、南米楽曲を演奏するサリーリなどでステージ上も大いに盛り上が
りました。
当日、会場設営にご協力していただいた新川地区おやじの会をはじめ、

ボランティアの皆さん、関係職員、協働団体の皆さん、ありがとうござ
いました。来年もご協力、ご支援よろしくお願いいたします。
新川夏祭り開催にあたり、下記団体、個人様より寄付をいただきました。
新川地区区長会様、永楽町発展会様、鷲塚町発展会様、板倉常夫様、

まごころライフサービス株式会社様　以上、心より御礼申し上げます。

新川

夏祭り開催しました

８月２７日（土曜日）17:00 ～ 19:15

サリーリ

フラダンス

新川幼稚園

透析友の会

新川地区民生委員

健康体操

ダーツ

碧南市長

小林明子先生

スーパーボールすくい
小林理事長

餅つき

フリーマーケット

バルーンアート

ふれあい作業所

健康増進コーナー

板倉実行委員長

じゃんけん大会

郷土芸能クラブ

新川まちづくり研究会

碧南市民吹奏楽団シルバー人材センター
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グリーンカーテン
「ゴーヤ」等のつる性植
物で窓等を覆うことに
よって、日差しを遮り部
屋の温度上昇を抑え、葉
から水分を蒸発させる蒸
散作用によって周りの温
度を下げる効果があると
言われています。結果と
して冷房にかかる電気の
使用量が減り、CO2 が
削減されることとなりま
す。

　東日本大震災の発生に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響で、中部電
力の浜岡原子力発電所の全原子炉が停止されました。そのため、私たちの暮らす地域
でも、特に夏の暑い時間帯のピーク時の電力不足が不安視されるようになりました。
　そこで、愛生館コバヤシヘルスケアシステムでも、今夏の電力不足対策に取り組む
ことが社会的責務と心得て、全従業員が力を合わせて以下のような対策を実施いたし
ました。

　また老人保健施設ひまわりでは、井戸水を活用して、屋上全体に水を張って室温を
下げるという大胆で実験的な試みが行われました。
　ピーク時電力対応という取り組みが、結果として夏期の電力使用量の低減にもつな
がりました。節電の意義に賛同いただき、ご協力いただきました利用者の皆さん、そ
して、暑さに負けずに各部署で努力を積み重ねていただいた方々に心からの感謝を申
し上げます。

愛生館コバヤシヘルスケアシステムの
節電の取り組みについて

愛生館は、2010 年よ
りスタートした地球温
暖化防止のための新た
な国民運動である
「チャレンジ 25 キャ
ンペーン」に正式参加
しています。

空調の設定温
度の 28℃設定
を励行し、扇
風機を各所に
配置し、活用
しました。

エ レ ベ ー
ターを２機
停止し、従
業員は極力
階段を使用
しました。

蛍光灯などの
間引きを行い、
小まめにス
イッチを切る
などの照明対
策をしました。

ゴーヤやへ
ちまを育て
てグリーン
カーテンを
活用しまし
た。
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お申し込み
お問い合わせは、
☎0566-41-6548
（健康管理センター）

「小林記念病院」だより3

２日コース

１日コース
■問診　■身体計測（身
長・体重・腹囲・ＢＭＩ）
■聴打診　■腹部触診
（医師による）
■血圧　■心拍数　
■視力（裸眼・矯正） 
■聴力（左右1000Ｈｚ・
4000 Ｈｚ）
■心電図（安静時） 
■腹部超音波（肝臓・
胆臓・腎臓・膵臓・脾臓）
■肺機能（肺活量・努
力性肺活量） 
■眼底（両眼）　
■眼圧（両眼）
■胸部Ｘ線（正面・側
面の 2方向）
■胃部Ｘ線（胃内視鏡
への変更可）
■血液検査（44 項目）
■尿検査（8項目）
■便検査（2日分）　
■結果説明・生活指導

■上記 1日コース
■直腸診（医師による）
■CT検査
　（頭部・胸部・腹部
　  から三者択一）
■糖負荷試験
■血液検査（1項目）
■婦人科（乳がん・子
宮がん）（女性のみ）

健康管理センター

12 月～ 3 月の間に人間
ドック（１日・２日）を受
診していただく方には、特
典があります。冬季は受診
する方が少ないため、比較
的予約が取りやすい時期で
す。受診されたことがある
方もない方も、お得なこの
期間の受診をお勧めします。

12 月～3月限定 !!昨年ご好評頂いた

今年度も特典付き人間ドックを実施します！

碧南市健康診査のご案内
当院では、碧南市在住の 40 歳以上の方を対象とする「碧南市健康診査」を
実施しております。実施期間は 11月までです。
まだ受診されていない方はお早目のご予約をお待ちしております。

ABI 検査（動脈硬化の検査）
骨密度検査

乳がん検診

アレルギー検査（2項目）
インフルエンザ予防接種

ABC検診（ピロリ抗体・ペプシノゲン）

特典内容（いずれかひとつ）

（マンモグラフィー又は乳腺超音波検査）

当院では、９月より糖尿病外来診療の変更により受診日を週２回
午後に設けさせて頂きました。
３名の先生で診察を行い、今まで以上に受診しやすい環境を整え
させていただいております。
会社などの健康診断で糖尿病と診断された方・糖尿病がある方・
診察を希望される方など、お気軽にご連絡・ご相談下さい。
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。
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医師　石川重人（非常勤）

毎週水曜日
14：00 ～ 16：30

医師　中村信久（非常勤）

毎週1・3・5土曜日
14：30～16：30

医師　松木　孝（非常勤）

毎週2・4土曜日
14：30～16：30



8 月 18 日・19 日にひまわりデイケアで夏祭りを行ないました。朝から祭囃
子の流れる中、利用者さんには水風船や輪投げ等を楽しんで頂きました。輪投
げでは、当たりの景品として「ブレスレット」をお渡しし、皆さんに大変喜ん
で頂きました。
ボランティアでは、18日は【歌謡舞踊】たくあんの会様、19日は【津軽三味線】
岩瀬さんと【盆踊り・体操】まなみ会様にご参加いただき、手拍子を打ったり、踊っ
たり、浴衣姿・ハッピ姿のスタッフとともに写真を撮ったりと楽しい夏のひと
ときを過ごすことができました。

宅配食事サービスについて
高齢者の健康保持・増進のために、毎日夕食を自宅までお届けするサービス
のことです。
健やかな毎日を送るために「食」はとても大切です。
ご利用される方の個々の摂食状態に合わせた食事形態に対応しています。ま
た、糖尿病食・腎臓食・減塩食といった家庭ではなかなか調整が困難な治療食
の対応もできます。
私たちは 365 日休むことなく、お食事をお届けいたします。宅配食事サービ
スを通じ笑顔とまごころ、安心も一緒にお届けいたします。

いつもありがとねぇ。
お弁当を家まで届けてくれるので、
ありがたいですわ。

お弁当をお持ちしましたよ。
お変わりありませんか？

いろんなおかずがあって、
いつも御飯が何か楽しみですよ。
家でつくるとなかなかこうはできないのでねぇ。

祭

祭

ひ
ま
わ
り
デ
イ
ケ
ア

夏
祭
り

4「老人保健施設ひまわり」だより

老人保健施設
ひまわり概要

身体や日常生活動作のリ
ハビリを行いながら、在
宅復帰を目的とした施設
です。
入所（ショートステイ含）

……100名
通所（デイケア）　　　

……100名
・全館ペアガラスで冬も
暖かくお過ごしいただ
けます。
・入所では、少人数の生
活（ユニットケア）も
提供しています。
・通所（デイケア）は、
スペースが広く、ゆっ
たりくつろいで利用で
きます。

お申し込み
お問い合わせは、
☎ 0566-41-7120
（担当：八馬）

お問い合わせ：
☎ 0566-41-0007
（担当：小林・犬塚）

ご 案 内



「在宅サービス」だより5

しんかわ訪問看護
ステーション
主治医の指示により、看
護師（理学療法士等）が
ご自宅を訪問し、看護
サービス（リハビリテー
ション）を提供いたしま
す。自宅で療養されてい
る方やご家族が住みなれ
た地域で安心して豊かな
生活を送ることができる
ようお手伝いいたしま
す。介護認定を受けた方
または医療保険での利用
ができます。かかりつけ
医師、ケアマネジャーに
ご相談ください。

しんかわ介護
サービスセンター
ケアマネジャー（介護支
援専門員）がケアプラン
の作成をはじめ、介護
サービスの利用に関する
手続きや、在宅で生活さ
れるうえでお困りのこと
など、さまざまな相談の
窓口としてお手伝いさせ
ていただいております。
医療・福祉のさまざまな
分野と連携を取り、皆さ
まに安心して過ごしてい
ただけるようお手伝いさ
せていただきます。

訪問看護ステーションの事務所を平成 23 年 1 月に
移転しました。
愛生館研修センター内にあり、しんかわ介護サービ
スセンター（居宅介護支援事業所）の隣です。管理者
が居宅介護支援事業所との兼務になり、ケアマネ
ジャーとの連携がとりやすくなりました。9 月から常
勤看護師 1 名も加わり、今まで以上に利用者さんに満
足していただけるサービス提供を心がけ、日々訪問し
ています。

愛生館研修センター内・老人保健施設ひまわりの２箇所に事務所があ
り、病院と施設との連携もとりやすい環境で、利用者さんに幅広い支援
を心がけています。
９月より、新入職のケアマネ
ジャーが加わりました。よろしく

お願いします。
特定事業所として
24 時間相談体制を
整えていますので
安心してご相談
頂けます。

しんかわ訪問看護ステーションの
事務所移転のお知らせ

しんかわ介護サービスセンターの
新入ケアマネジャーの荒川です。

理学療法士 3名（兼務）作業療法士 5名（兼務）
言語聴覚士１名（兼務）

ケアマネジャー
荒川裕子さん

管理者 1名（居宅介護支援事業所兼務）
看護師 5名

し
ん
か
わ
ま
ち

小林記念
病　院

新川小学校

さくら薬局

郵便局

移転先

愛生館研修センター内

お問い合わせ：
☎0566-41-5522
（担当：竹川）

お問い合わせ：
小林記念病院研修
センター横
☎0566-48-3455
老健ひまわり内
☎0566-41-7127

ご 案 内

ご 案 内



「養護老人ホーム」だより 6

お問い合わせ：
☎ 0566-41-0895
（担当：高田）

ご 案 内

平成22年4月より、碧南
市より運営移管され、社
会福祉法人愛生館福祉会
が経営・運営を行ってお
ります。

絵画贈呈

スタッフから一芸？プレゼント

養護老人ホームでは、一人での外出も可能です。歩いて近くのお店まで買い
物に行く方、市内くるくるバスを利用してスーパーまで買い物に行く方、図書
館でたくさんの本を借りてくる方など様々で、気分転換も兼ねて、余暇を存分
に楽しんでみえます。
足腰が悪く、一人での外出に不安を感じる方でも心配いりません。定期的に、
職員が自動車で同行する「外出支援」を行い、買い物や美術館など様々な場所
に行きます。
入所者の皆さんにとってホームは「家」です。ホームから外に出て、たまに

は外の空気を吸って、季節の移り変わりを肌で感じていただくことも大切だと
考えています。

養護老人ホームは
自由に外出できるの？

敬老会を行いました。

9 月 9 日（金）に所内の敬老会を開催いたしました。105 歳を迎えた鈴木 
志ようさんの肖像画が生田 弘さんから送られました。日頃の志ようさんのあり
のままの姿が描き出されており、皆一同に驚かされました。当日は様々な催し
物が行われ、従業員からも一芸のプレゼント。お昼ごはんは、とってもおいし
いバイキング料理で満腹に・・・。
翌日 10 日（土）には禰冝田市長が慰問に訪れました。たくさんの記念品が
送られ、前浜川口農業活性化組合杉浦組合長よりメロンと落花生の贈呈があり
ました。

市長と組合長と
記念写真



7 ＜連携医療機関訪問＞

「地域の皆さまへ安心・
　　安全な医療提供を目指して」

地域医療・総合相談センター概要
平成12年に病診連携室を設置し、病院・診療所間の機
能分化と前方連携の取り組みをスタート、平成14 年に地
域連携室となり、退院調整機能を加えて、前方・後方連携
を担うようになりました。平成23年4月からは、地域医療・
総合相談センターへと組織改編を行い、前方連携・後方連
携および医療福祉相談機能も備えた部署となりました。
センター長の井本副院長の下、地域連携室に11名（看
護師、MSW、事務）、医療福祉相談室に8名（MSW）を
配置し、総勢19 名で活動しています。
現在、刈谷市を中心に488施設と連携をとっています。

普段の地域連携にあたって気を遣われ
ていることは？
当院は、救急車の受入が県内でもトップクラ
スであり、地域の急性期医療・救急医療・専門
医療を提供する役割を担っています。患者さん
の様々な症状に応じた適切な医療を途切れなく
タイムリーに提供することを目指しています。
地域連携室の医療連携グループ（前方連携）
では、かかりつけ医からの紹介による当院の専
門医療の提供、最先端の医療機器による精密検
査予約をよりスムーズに行えるような予約シス
テムの充実に努めています。特に、各検査の専
門医による読影レポートを 8名の放射線科医
師により、即日に提供できることは当院の強み
となっており、地域のかかりつけ医からは好評
を得ています。
地域連携室の退院支援グループ（後方連携）
では、退院調整看護師 3名とMSW3名を専任
配置し、退院後の在宅療養に向けてのサポート
を行っています。退院調整看護師はすべて訪問
看護の経験者であるため、在宅療養の現状や実
際に介護されるご家族の気持ちを理解した上で
の対応の重要性を常に考えて支援にあたってい
ます。また、施設や病院への転院を希望される
方にスムーズに紹介ができるように、地域の施
設・医療機関とのよりよい連携を心がけていま
す。
医療福祉相談室では、MSWが突然のけがや
病気などで、お困りのこと、ご心配なことなど
について、ご本人、ご家族からお話を伺い、一
緒に考え、解決のお手伝いをさせていただいて
います。また、がん相談支援室としての役割も
担っており、当院受診の方に限らず、広く地域
の相談窓口として対応しています。
これらの機能を活かしながら、地域の皆さま
に親しまれ、必要とされる地域連携機関を目指
していきたいと思います。

今後の抱負は？
平成23年4月より当院は、救命救急センター
の指定を受けたこともあり、刈谷・知立・東浦・
高浜など地域の皆さまに、安心・安全な医療を
提供し、地域完結型の連携を強化していきたい
と考えています。
そのためには、さらなる地域の病院・クリニッ
ク・施設との連携を密にする必要があるため、
当センターの機能を結集して、連携の充実・強
化に取り組んでいきたいと考えています。

愛生館ヘルスケアシステムに望むこと
は？
当院を退院される、どのような状況の患者さ
んの相談にも、いつも快く対応していただける
ので、感謝しています。
愛生館は、さまざまな機能（一般・亜急・回
復期リハ・療養）、老人保健施設、訪問看護・
デイケアなどを持ってみえるので、多種多様な
患者さんにも対応可能であり、頼もしい存在で
す。紹介させていただいた患者さんやご家族か
らも良い評判です。
碧南、高浜在住の患者さんには、身近な医療
機関として大変紹介しやすい状況にあります。
また、定期的に空床情報を送っていただいた
り、転院した患者さんの近況報告もいただき、
きめ細かく、行き届いた連携がとれています。
今後とも当院と愛生館の持つ機能をお互いに
補完しあう形でのよりよい関係を継続していき
たいと思っています。

刈谷豊田総合病院概要
院長：鈴木　克昌先生
診療科目：診療科：内科、
精神科、神経内科、循
環器科、小児科、外科、
整形外科、脳神経外科
心臓血管外科、皮膚科、
泌尿器科、産婦人科、耳
鼻咽喉科、眼科、放射
線科、麻酔科、リハビリ
テーション科、歯科、歯
科口腔外科
診療受付時間：午前 7時
30 分～11時

所在地：〒448-8505刈谷市住吉町5丁目15番地
TEL： 0566-21-2450（代表）FAX： 0566-27-6956（専用）
紹介受付：月曜日～金曜日　8:30 ～19:00（木曜日は16:45まで）
 第 1･3土曜日　8:30 ～14:00（ただし、病院休診日はお休み）
相談時間：月曜日～金曜日　8:30 ～16:45
 第 1･3土曜日　8:30 ～14:00（ただし、病院休診日はお休み）
URL:http://www.toyota-kai.or.jp/

地域医療・
総合相談センター編刈谷豊田総合病院

センター長　井本副院長 副センター長　秋田さん 医療福祉相談室　室長
山内さん

地域連携室　副室長
新美さん

地域連携室　リーダー
山本さん

リーダー　高麗さん



「リハビリ」だより８

嚥下とは
食べ物をゴックンと飲み
込み、胃に送り込むこと
を嚥下と言います。ムセ
たり、飲み込みにくくなっ
て食べるのが困難なるこ
とを嚥下障害と言い、食
べ物が気管に入ることを
誤嚥と言います。嚥下障
害を放っておくと窒息や
肺炎の危険性が高くなり
ます。
【その予防のために】
ブラッシングで歯と口の
中を清潔にする。
食前の準備運動。
などがあります。もし、
嚥下障害かな？と思った
ら、医師又は専門療法士
（言語聴覚士）にご相談
下さい。

用語解説

嚥下体操（後半）
えん げ

前回は４つの運動を紹介しました。今回は残りの 4つの運動を紹介します。
前回のものを含めて続けて行ってみましょう。

少しずつできる運動から、無理のない程度に行ってみてください。

豆知識

予防体操には他にも
様々なものがありま
す。
●腰　痛
●認知症
●誤　嚥
●介　護
●偏頭痛
●転　倒
●失　禁
　　　など

お問い合わせ：
☎ 0566-41-0004
（理学療法士：具志堅）

❺舌の体操（3回ずつ）
●口を大きく開け、舌をできるだ
け長く出す。 

●次に上唇をなめる。 
●さらに口の両端もなめる。
※舌を大きく動かす力がつくと、
口の中の食べ物をまとめ、のど
に送り込むことがうまくできる
ようになります。 

❻ほおをふくらます（3回ずつ）
●ほおをふくらませ、口や鼻から息が
もれないようにこらえる。 

●次に口をすぼめてみる。
※口のまわり、のどの筋肉がきたえら
れます。 

❼せきをする
●両手で机などを押しながら、お腹に力
を入れて、「ゴホンッ」と強くせきば
らいをする。

※たんがからんでいたり、食べ物を誤嚥
しかけたときに外に出す力がつきます。

❽声を出す
●お腹の底から大きな声を出す。 
●「パ・パ・パ・パ・」「タ・タ・タ・タ」
「カ・カ・カ・カ」「ラ・ラ・ラ・ラ」
をゆっくり、次に早く声に出す。

口を大きく開ける

上唇をなめる 口の両端をなめる

舌を出す

※大きな声を出す力がつくと、食べ物を誤嚥しかけたときに外に出す力が強く
なり、『パタカラ発音』はくちびるや舌の動きをよくします。 

パ 
パ カ

 カ
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ご 案 内
参加費：500円
（検査代、保険代込み）
健康ウォーキングへの多
くの方の参加をスタッフ
一同心よりお待ちしてお
ります。

お問い合わせ：
☎ 0566-41-0004
（担当：土田）

第４回 小林記念病院
健康ウォーキング開催のご案内

おすすめ減塩レシピ

血圧が高い方にとって摂取塩分量は 1 日６ｇ未
満にするよう推奨されています。（高血圧治療ガ
イドライン 2009 より）高血圧治療において減塩
は大変重要なポイントのひとつです。
旬の食材を使っておいしく減塩に取り組んでい
きましょう。

鮭の南蛮漬け
1玉ねぎは薄切り、その他の野菜は千切りにする。
     唐辛子は小口切りにする。
2鍋にAの調味料を入れて強火にかけ煮立ったらひをと
める。

3鮭を３～４等分に切り、塩をうすくふる。
4鮭に小麦粉をまぶし、約 170 度
の油でカラっと揚げる。

5３で作った漬け汁に、揚げた鮭
と切った野菜、唐辛子を入れ漬
ける。

6野菜がしんなりして味がなじめ
ば出来上がり。

材　料

生鮭 …………４切れ
玉ねぎ ……… 1/2 個
ピーマン ……… 1個
人参 ………… 1/3 本
セロリ ……… 1/2 本
赤唐辛子 ………１本
薄力粉 …………適量
塩 ………………少々

だし汁 ……１カップ
酢 ……… 1/2 カップ
砂糖 ………大さじ３
しょうゆ……大さじ２
みりん ……大さじ２

■酢や香味野菜などで味にアクセントを加えると少ない塩分でもおいしく食べられます。
■鮭は塩鮭ではなく生鮭を使うようにしましょう。塩鮭、塩鯖など味付きで売っている
魚は塩分が多く含まれています。参考：塩鮭１切れ塩分約 2.5 ～ 4ｇ。
■漬け汁にきのこやパプリカなどその他にもいろいろな野菜をいれてもよいです。野菜
も一緒にたくさん摂りましょう。

ポイント

病院スタッフ（管理栄養士、看護師、
理学療法士等）と一緒に楽しく歩いて
みませんか？
当日は、２つのコースを選べ、スタッ
フと共にペースを合わせて歩けます。
日ごろの健康に関する悩みや疑問も
ぜひ一緒に歩く病院スタッフにご相談
ください。ウォーキングに興味はあっ
ても、一人ではなかなかできないとい
う方も気軽にご参加ください。皆さん
のご参加をお待ちしております。

小雨決行

A

エネルギー 230kcal
塩分 1.5g（1人分）

11 月 12 日（土）午後より
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☎ 0566-41-0004
（医療福祉相談係）

お問い合わせ：

医療福祉相談係では、現在 8人のソーシャルワーカーが働いています。
患者さんとご家族が地域で安心して安全に生活できるよう相談援助を行って
います。患者さんとご家族の問題を解決するために、法人内や地域の関係機関
の皆様と「顔の見える連携」を図り、患者さんや家族の思いを大切に援助する
よう努めています。

こんにちは。
ソーシャルワーカーをご存知ですか？

ソーシャルワーカー
は何をしてくれる人
ですか？
私たちは社会福祉士と
いう国家資格を持ち、
病気、怪我、加齢など
によって起こる様々な
困りごとや心配事につ

いて、一緒に考えて、解決策を見つ
けるお手伝いをします。
医療の専門家と協力して社会福祉の
立場から相談に応じること、患者さ
ん・ご家族自身が問題を解決できる
ようにお手伝いすることが特徴です。
相談は入院中の患者が対象です
か？
入院中の患者さんだけでなく通院患
者さん、当院の入院や通院を希望す
る方に対しても相談に応じています。
自宅での看護や介護にお困りの方の
入院相談にも応じています。
相談は料金がかかりますか？
料金はかかりません。お気軽にご相
談下さい。
相談はいつでもできますか？
相談は日曜・祝日・年末年始を除く
9：00～ 17：00 です。 

予約優先ですが、お急ぎの場合はお
気軽にご相談下さい。
どんなことが相談できるのです
か？
例えば・・・ 
○医療費の支払いが心配。何か活用
できる制度はないかな？ 

○老人ホーム等施設の情報を知りた
い 

○退院後、家で生活できるか心配だ
な 

○介護保険や福祉制度について知り
たい 

○身体障害者手帳など利用できる制
度を知りたい 

○病気や治療、リハビリテーション、
入院中の生活に対する疑問、不安
を聞いてほしい

○入院したいけど、見学したり、話
を聞いたりできるかな？

など・・・
家庭の事情など、個人の秘密は
守られますか？
ご安心下さい。秘密は守ります。
社会福祉士として「倫理綱領」に基
づいて仕事をしています。

相談をご希望の方は、お
気軽にお電話下さい。
1階の外来受付、病棟の
スタッフステーション、外
来看護師へお申し出いた
だいても結構です。



〒447-8510　碧南市新川町 3-88

http://www.aiseikan.or.jp

●小林記念病院　　　　　　　　　●健康管理センター
●小林記念病院デイケアセンター　●しんかわ訪問看護ステーション
●しんかわヘルパーステーション　●しんかわデイサービスセンター
●しんかわ介護サービスセンター　●老人保健施設ひまわり
●碧南市養護老人ホーム
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ホームページ

info@aiseikan.or.jpメールアドレス

　TEL（0566）41－0004　FAX（0566）42－5543

時間帯 診療科 診察室 月 火 水 木 金 土

午　前

内　科

10   小　林 (明 ) 一般 
漢方 秋　　田 循環器 小　林 ( 明 ) 一般 

漢方 小　林 ( 明 ) 一般 
漢方 小　林 ( 明 ) 一般 

漢方

11 仲　　野 腎臓 今　　泉 総合 
呼吸器 宇　　治 神経 肥 田 野 消化器 今　　泉 総合 

呼吸器 大　　西 老年

12 高　　市 消化器 高　　市 消化器 高　　市 消化器 名大循環器 総合 
循環器

外　科
25 安　　井 総合

外科

26 竹　　下 安　　井 総合
外科

整形外科
23 小　　林（武） ＜小林（武）＞ 鈴　　木
25 ＜住　　田＞ 住　　田 住　　田 住　　田 名大整形
26 猪　　飼 猪　　飼

眼　科 22 福　　島 福　　島 福　　島 加　　藤 福　　島 福　　島

リハビリテーション科 35
安井（1・3・5）
山村（2・4） 山　　田 猪　　飼 宇　　治 小　　杉

高　市（1・3）
牛　場（2）
今　泉（4）
安　井（5）

午　後

内　科
11 ＜禁煙外来＞

12 ＜石川（重）＞ 糖尿 ＜中村1・3・5＞
＜松木2・4＞ 糖尿

泌尿器科 12 ＜石川（清）＞
外　科 26 （安　　井） （安　　井） （竹　　下） （安　　井） （今泉 /宇治） （今泉 /安井）

整形外科 16 ＜安　　藤＞
23 ＜整形専門医＞

〔外来診療〕
受付時間　8：30 ～ 11：30
診療時間　9：00 ～ 12：00 

〔休診日〕
●日曜日・祝日
●医師の都合により、変更になる場合
がありますのでご了承ください。

夏祭りに初めて参加し、沢山の催しとお客さ
んの大賑わいにビックリしました。地元の顔馴
染みの人たちが立ち寄って下さりとても嬉し
かったです。多くの方とコミュニケーションも
取れ、楽しい時間を過ごす事が出来ました。
日頃、カラフルなバルーンで小さい子供さん
からお年寄りまで、どうしたら楽しんで笑顔に
なっていただけるだろうかと、作品作りにも励
んでいます。
今回、地元のイベントに参加することで、勉
強する事も多く、又、来年も是非参加させてい
ただきたいと思いました。

グリンピースの会　　バルーン部　土谷

今回も皆さんの多大なご
協力により、良い記事を掲
載することができました。
ありがとうございました。
　今後とも変わらぬご協力
ご支援をお願いいたしま
す。震災からはや 6 ヶ月
以上が経過しようとしてい
ますが、まだまだ大変な状
況が続いているようです。
私たちにもできることを引
き続き行っていきたいと思
います。

9月より非常時・災害時
の緊急連絡手段機器として
衛星電話を小林記念病院内
に設置いたしました。

編集後記表紙のご紹介 トピックス

外来診療科担当医一覧表
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老人保健施設ひまわり

碧南市養護老人ホーム

ヘルパーステーション
デイサービス
はとぽっぽ保育所

小林記念病院

健康管理センター

しんかわ訪問看護
ステーション
しんかわ介護
サービスセンター

※＜　＞の医師の診療についてはお問い合わせください。
※（　）内の数字は、第（　）週を表します。


