
集集会会

各地で４０℃を越えるような猛暑だった夏もようやく終わりを迎えました。
この夏は新型コロナウィルスの影響もあり、帰省や旅行を我慢した方も多かったのではないでしょうか。しかし、
これからやってくる冬の感染拡大に備え、まだまだ気の抜けない状況は続きそうです。引き続き手洗い、マスク
の着用、３密を避ける等の対策をお願いいたします。
今号では当院の新型コロナウィルスの感染対策を掲載しております。職員一同、皆様が安心してご利用いただけ
るような病院作りをしてまいります。今後もよろしくお願いいたします。

編集後記

広報部員

暑い日が続くなかでも、子どもたちは元気いっぱい！！
水遊びなどといった夏の遊びを楽しんでいます。
７月には、七夕集会を行いました。一人ひとりの願い
事が書かれた短冊や、それを飾る天の川のお星さまを
「お願い事が叶いますように・・・」と気持ちを込めて、
飾る事ができました。

保育室から

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10月1日現在外来医師担当表

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 - 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 -
- - --

-

- - - 星野 --

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
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皮膚科

リハビリテーション科

内科

もの忘れ外来

漢方外来

呼吸器内科
外科
整形外科

皮膚科
リハビリテーション科

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「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

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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王禅寺ゆりストアの敷地内に、
居宅介護支援事業所を移転しました！
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新型コロナウイルス感染症対策

漢方
外来

テント ドクターカー 駐車スペース

当院では、令和２年８月１１日より新型コロナウイルス
自費PCR検査を、完全予約制にて行っております。

新型コロナウイルス
自費PCR検査について

当院では発熱・咳等の症状がある患者様には、正面入口近くにあるテントやド
クターカーにて待機して頂き、診察を行っています。自家用車で来られた患者様
には、車で待機して頂いています。その他、オンライン診療も行ってますので、
来院される前に、一度電話にてご相談ください。

令和２年８月２１日金曜日より、星野　惠津夫医師による漢方外来が診療開始し
ました。原因不明の不調や、季節・環境の変化に伴う不定愁訴などの悩みなど
を抱えている方、また、漢方治療に関心を抱いている方、気軽にご相談下さい。

インフルエンザワクチンと肺炎球菌ワクチン(ニュー
モバックスⓇ)の予防接種を行っております。
昨シーズン同様、Ａ型2種類、Ｂ型2種類の4種類の
ワクチンとなります。

受付開始日に関しては、ホームページにて
別途ご案内いたします。

診療時間　毎週金曜日 14時00分～16時50分（祝日を除く） 044-955-4901問い合わせ

平日9時30分～11時00分、14時00分～15時00分

料　金

受付時間

検査料 30,800円（税込）
結果証明書 3,850円（税込）（当院書式）
診断書 7,700円（税込）（指定書式）

インフルエンザワクチン
 肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスⓇ)

の接種のご案内

たま日吉台病院　医事課
044-955-4901

完全予約制になりますので、まずは
お電話にてお問い合わせください。

044-955-4901

ご不明な点などありましたら、
ご連絡下さい。

居宅介護支援事業所のご紹介
たま日吉台病院

介護支援専門員（ケアマネージャー）が在籍する事業所で、介護サービスを受けるために必要な「要介護認
定」の申請代行や、居宅サービス計画（ケアプラン）の作成を依頼する際の窓口です。

居宅介護支援事業所とは

介護サービス
ご利用の流れ

訪問看護ステーションよろこび

通院困難な方へ、定期的に医師が診察
に伺います。

たま日吉台病院　在宅支援室

特別養護老人ホーム、ショートスティ・ディ
サービス、訪問看護を提供しています。

ヴィラージュ川崎 / ヴィラージュ虹ヶ丘

ヘルパーが訪問し介護します。電動ベッド
や車いすなどのレンタルも行います。

ヘルパーステーション青葉ひまわり

医療法人社団　晃進会　たま日吉台病院　居宅介護支援事業所
住所　　川崎市麻生区王禅寺3-26-4　B-2（ゆりストア敷地内）連

絡
先

連
携
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

044-955-2088 044-955-2078 kyotaku@tamahiyoshi.or.jp

営業日　月曜日～金曜日　8：45～17：15　　土日祝休み

TEL FAX Mail

ケアマネージャーにお任せください！現在、5名のケアマネージャーが在籍しております。

親（母親）の
日常生活支援を
お願いしたい…

父親（母親）の
日常生活支援を
お願いしたい…

介護保険って
どうすれば
いいの？

介護サービスの
内容や使うには
どうすればいいか
わからない…

こんな時は、お気軽にご相談ください！

介護サービスの実施ケアプランの作成各種手続き訪問・契約
自宅に伺い、環境や状
況を把握した上でケア
プランを提案します。

サービス利用にあたり、
役所への届け出などの
手続きを行います。

相談によりケアプランを作
成しサービスを導入します。

ケアプランに沿ってサービスが
提供されます。

看護師が医師の指示のもと、医療処置や病状の
管理、リハビリ訪問を行います。


