
バスでお越しの方

※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。 044-955-4901�

「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

令和２年7月1日現在外来医師担当表

今年の夏は、慣れないマスク着用で、体温が上昇しやすいため、外出時は他の人と２メートル以上離れてマスク
を外し、こまめに水分補給をして熱中症に十分お気をつけ下さい。
さて、残念なことに、当院も新型コロナウイルス感染拡大に配慮し、毎年恒例の『健康に感謝する日』と『納涼
盆踊り大会』を中止させて頂くことになりました。来年は、皆様と元気にイベント会場でお会い出来る事を願っ
てます。

内科
火 水 木 金 土月

鈴木 /木村 鈴木 /谷川 大山 /星野 鶴岡 聖マリアンナ渡邊 /太田

石川 鶴井 石川 鶴井 -鶴井

森下 -

永井

飛田 森下 -森下

昭和大学 --

- - - - -

- - -

渡邊 / 木村 谷川 橋本 /川上 児玉 昭和大学太田

昭和大学 - - - --
森下 飛田 森下 森下 -森下

浅野 工藤 - - --
平方 - 中村 石川 -中村

中村 中村

- - - 髙橋 -
- - --

-

浅野 工藤 - - --

- - - 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、さくら薬局前から15分

求人情報

「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

下記職種を募集しております。生活スタイルに合わせた勤務が可能です。
見学も随時受付中です。お気軽に連絡ください

◆ 看護師（常勤・日勤常勤・非常勤）　　◆ 看護助手（常勤・非常勤）

お問合せ先
たま日吉台病院 　044-955-8220　採用担当まで
川崎みどりの病院 　044-955-1611　採用担当まで

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 （住宅型有料老人ホーム）

ヒューマンヒルズ初山社会福祉法人 [ 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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夏号
たま日吉台病院

みんなの広場

https://www.tamahiyoshi.or.jp

ひだまり
Vol.63

納涼盆踊り大会
中止のお知らせ
毎年８月に行っていた納涼盆
踊り大会ですが、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止の為、
中止となりました。

リハビリテーション科の作品
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新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ
ため、職員一同全力で取り組んでます！

各種再開しておりますので、予約などのお問合せは下記へお願いいたします。

オンライン診療 受付時間 9：00～12：00　　診療時間 14：00～16：00

通常外来ほか、オンラインによる診療を開始しました。

当院から、患者さんへLINE
電話にて予約時間等を連絡。

予約時間にLINEビデオ通話にて当院
から発信。

診察が終了後、請求書を郵送。

右記のLINEのＱＲコード
を読み込んで、たま日吉台
病院と友達登録。

受付時間（9：00～12：00）にLINEの
チャットにて、必要事項を送信。

面会制限など皆様のご協力を頂いております。状況により、面会方法が
変わる事があります。引き続き、ご協力の程宜しくお願いいたします。
病院ホームページなどで随時お知らせいたします。

病院へ立ち入る際は、マスク着用、検温
と手指消毒を必ずお願いしております。

正面入り口
手指消毒場所
の設置

正面入り口
手指消毒場所
の設置

外来

健康診断・人間ドック

詳しくは、お問合せください。ホームページでも確認ができます。 044-955-4901

これからの季節は、熱中症にも注意が必要です。
こまめな水分補給と適度な室温管理に気を付けてお過ごしください。

          
たま日吉台病院 　044-955-4901          info@tamahiyoshi.or.jp

川崎みどりの病院 　044-969-0454          otoiawase@k-midorino.or.jp

面会について

1 3

4

52

検温 マスクの着用 院内消毒

手指消毒 3密防止 換気

徹 底

新しい先生のご紹介
内科医師　星野 惠津夫たま日吉台病院

　私は本年3月からたま日吉台病院で内科医として勤務してい
ます。
　東京大学医学部卒業後、千葉県がんセンター、東京大学内
科、国立医療センター消化器科で研修し、東京大学第1内科助
手となり、トロント大学消化器科に留学しました。ついで帝京大
学内科で13年、がん研有明病院で13年勤務した後、2年ほど市
中のクリニックに勤務しました。
　トロント大学消化器科ではがん性悪液質の研究を行い、帝
京大学内科では、胃食道逆流症や腸管ベーチェット病の研究を
行いました。がん研有明病院では、消化器内科、内視鏡診療
部、漢方サポート科に所属し、がん患者の呈する、がんあるいは
がん治療に伴う様々な症状を緩和するための漢方薬の適用法
の臨床研究を行いました。
　当院の患者の多くに高齢者特有のさまざまな症状がみられま
すが、そのような症状に漢方薬が有効な場合があります。余裕
ができましたらぜひ試みてみたいと思います。
　これまでの経験を活かし、当院でも頑張っていきたいと思い
ます。よろしくお願いいたします。

東京大学医学部卒業。

東京大学医学部、国立医療センター、帝

京大学医学部、癌研究会附属病院、癌研

有明病院　消化器内科部長、漢方サポー

ト科部長、空海記念統合医療クリニック

院長、ほしの内科横濱関内クリニック院

長を経て現在に至る。

経歴

内科学会認定医、消化器病学会専門医・

指導医、感染制御医

専門資格

内科医師　吉田 和博たま日吉台病院

　この度、たま日吉台病院の内科医として勤務させていただくこ
とになりました。
　入院患者様の管理の他、施設や患者様宅への訪問診療を担
当しています。
　わたくしは少し経歴が変わっていまして、かつては民間企業
に勤めていたのですが、一念発起し再度大学受験して医師の道
を志しました。
　医師としてのキャリアはまだこれからですが、他職を経験して
いるからこそできる医療があると思っています。
患者さんの視点にたった医療を志し、病気がもたらす不安やスト
レスを理解する「心の窓」を持てるような医療従事者になれたら
と考えています。

山梨大学医学部卒業。

富士市立中央病院、埼玉協同病院を経て

現在に至る。

経歴


