
バスでお越しの方

保育室から

※もの忘れ外来（金曜日）、睡眠時無呼吸症候群外来（土曜日午前）、専門外来は予約制となっております。
※皮膚科、第3金曜日は休診となります。 044-955-4901�

「柿生駅」から、たまプラーザ行きバス
「延命地蔵尊」下車1分
「たまプラーザ駅」 から、柿生駅行きバス
「延命地蔵尊」下車1分

「新百合ケ丘駅」 から、あざみ野駅行きバス
「王禅寺東三丁目」下車5分
「あざみ野駅」 から、新百合ヶ丘駅行きバス
「王禅寺東三丁目」下車5分

平成31年1月1日現在外来医師担当表

新年あけましておめでとうございます。今年も「ひだまり」をどうぞよろしくお願い申し上げます。
2019 年は亥（いのしし）年ですが、亥は干支の最後の12 番目となります。その理由は、一番早くご神所（神
様がいるところ）に到着していたが、「猪突猛進」という言葉があるように、まっすぐにしか走れない不器用さ
から、ご神所を通り過ぎてしまい、結局、最後になってしまったそうです。
一年は亥のようにあっという間に過ぎてしまいますが、一日一日を大切に過ごしていきましょう。

内科
火 水 木 金 土月

鈴木 /木村 鈴木 大山 鶴岡 中村渡邊 /新井

石川 鶴井 石川 鶴井 -鶴井

森下 森下

永井

- 森下 -飛田

昭和大学 --

- - - - -

- - -

渡邊 / 木村 山田 橋本 /川上 児玉 昭和大学新井

昭和大学 - - - --
森下 森下 飛田 森下 -森下

- 皆川 - - -遠藤
平方 - 中村 石川 -中村

中村 中村

- - - 髙橋 -
- - --

-

- 皆川 - - 聖マリアンナ医大遠藤

- - - 髙橋 --もの忘れ外来
- - - - 渡邊-睡眠時無呼吸症候群外来

8:30

12:10

～

13:30

16:50

～

午前

午後

外科

整形外科

脳神経外科

皮膚科

リハビリテーション科

内科

もの忘れ外来

呼吸器内科
外科
整形外科

皮膚科
リハビリテーション科

編集後記

広報部員

車でお越しの方
東名川崎インターから車で約15分

送迎バスでお越しの方アクセス

お問合せ

新百合ヶ丘駅北口ロータリーから15分
あざみ野駅西口、若葉調剤薬局隣の
ＡＴＭから15分

１０月は、長寿を祝う会に参加しました。
踊りが大好きな子どもたちは
楽しみながら３曲披露しました。
練習も沢山して迎えた本番は、
緊張しながらも一生懸命踊りました。
おじいちゃんおばあちゃんから温かい拍手をもらい、
子どもたちも嬉しそうでした。

たま日吉台病院 川崎みどりの病院〒215-0013 神奈川県川崎市麻生区王禅寺1105番地 
TEL: 044-955-4901　FAX: 044-953-8199

〒215-0013 神奈川県川崎市麻生区王禅寺1142番地
TEL: 044-955-1611　FAX: 044-955-1621

医療法人社団 [ 神奈川県 ]
たま日吉台病院
川崎みどりの病院
よろこび ( 訪看 ) ほか

晃進会

新富士病院
ヒューマンライフ富士
(老健)ほか

喜生会
医療法人社団 [ 静岡県 ]

ヒューマンヴィラ伊豆 (特養)
ヴィラージュ富士(特養)秀生会

社会福祉法人 [ 静岡県 ]

鶴川記念病院
鶴川リハビリテーション病院
ひまわり ( 訪看 ) ほか

三医会
医療法人社団 [ 東京都 ]

ヴィラージュ川崎(特養)
ヴィラージュ虹ヶ
よろこび久末　　　　ほか

丘(特養)美生会
社会福祉法人 [ 神奈川県 ]

大橋病院
ラポール高島平逸生会

医療法人財団 [ 東京都 ]
京浜病院
新京浜病院京浜会

医療法人社団[ 東京都 ]

富士中央ケアセンター（老健）ほか

新富士病院グループ

(訪看)
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ひだまり

新年 明けまして
おめでとうございます。
今年一年が皆様にとって良い年でありますよう
心よりお祈り申し上げます。
今年もよろしくお願いいたします。

たま日吉台病院　職員撮影
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健康をテーマに、毎月定期的に専門職によるサークルを行っております。
気になる事や相談等にも対応しておりますので、ぜひお気軽にお越しください。

新百合ヶ丘駅　あざみ野駅～　虹ヶ丘団地周辺
※送迎バスを運行しておりますので、ぜひご利用ください。

新春！脳トレゲーム大会～コミュニケーションを楽しもう～

あなたの骨は健康ですか？～骨密度について～

寒さに負けないぽかぽか体操

たまひよ健康サークルのお知らせ

日時

場所

1月24日（木）

2月 7日（木）

2月21日（木）

たま日吉台病院にて10月17日、
「長寿を祝う会」を行いました。

行行 事事 報報 告告

ご長寿お祝いと記念品贈呈を行い、その後は保育園児による歌の贈り物をし、

ご長寿のみなさんと楽しい時間を過ごしました！

川崎みどりの病院では9月19日、
「敬老会」を行いました。
ご長寿お祝いの表彰と記念品贈呈を行い、その後はゲストによる落語を、

患者さんとそのご家族みんなで楽しみました！

みなさまの参加を

お待ちしてます！

お問合せ先 総合支援室（地域連携担当）
総務課 044-955-8220�

�

14：00 ～ 15：00

たま日吉台病院　リハビリ室

当法人が所属している、新富士病院グループによる学会が行われました。
第 3回目となる今学会では、「理想の医療と介護」をテーマに、たま日吉台病院から3演題、
川崎みどりの病院から 1演題の研究発表をしました。

今後も、研究を続けさらなる医療・介護サービスの向上を目指し取り組んでいきます。

たま日吉台病院　看護部
ミトンが患者に与えていた影響　～高齢者の残存機能を低下させないために～
病棟における腰痛の実態と対策について   ～ボディメカニクス・腰痛体操を取り入れて～

たま日吉台病院 リハビリテーション科

病院と施設の生活機能向上連携　介護サービス利用者様との心のつながり

川崎みどりの病院　看護部

介護士のタイムマネジメントを考える　～夜勤体制の改編とPDCAサイクルの実践～
※第26回日本慢性期医療学会でも発表

鈴木 敏夫
医療法人社団  晃進会理事長

新年 明けまして
おめでとうございます
　日頃から医療法人社団晃進会（たま日吉台病院・川崎みどりの病院）をご利用頂

きありがとうございます。

　本年は、平成から新たな元号に変わります。当法人も新たな気分で地域医療へ

貢献できるよう邁進してまいります。

　さて、現在の日本は諸外国に例をみないスピードで高齢化が進んでおります。

�� 歳以上の人口は増加し、���� 年には約 ���� 万人でピークを迎え、その後も、

�� 歳以上の人口は増加し続けることが予想されます。

　このような状況の中で、住民の方々が住み慣れた地域で安心して暮らすために、

地域全体で支え合う地域包括ケアシステムの推進が図られています。当法人は、

地域住民の方々の入院を積極的に受け入れ、また在宅診療を行ってまいりました。

　今度とも、医療・介護・福祉に関わる多くの施設・職種の方々と密な連携を進め、

患者様・そのご家族に寄り添う医療を提供できる地域完結型の医療機関として努力

してまいります。

新富士病院グループに有料老人ホームが仲間入りしました！

安心と快適を両立したいあなたに・・・

有料老人ホームは、「自宅での生活が難しくなってきた」、「病院からは
退院を促されているが自宅で生活する準備が整ってない」、「まだまだ元
気だがこれからのことを考えるとずっと安心して生活できる場所を探し
たい」といったご要望にお応えする住居です。
全室個室でトイレ洗面付き、ゆっくりお部屋で過ごしたり、レクリエー
ションに参加したりと思い思いの生活が可能です。
もちろん介護が必要な方は 24時間 365日介護職員が常駐しているので
安心、また万一の際はたま日吉台病院をはじめとする新富士病院グルー
プの医療・介護事業所が親切にバックアップいたします。

044-982-0101まで
住宅型有料老人ホーム
ヒューマンヒルズ初山 
川崎市宮前区初山 2－25－9－5

SMG学会


