
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３年7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 /豊崎

石川 鶴井 石川 鶴井 -鶴井

- - 飛田 - --

昭和大学 -- - - -

渡邊 / 木村 谷川 橋本 /川上 児玉 昭和大学豊崎

昭和大学 - - - --
飛田 飛田 - - --

竹本 工藤 熊井 - --
平方 - 中村 石川 -中村

中村 中村

- - - 髙橋 -
- - --

-

- - - 星野 --

竹本 工藤 熊井 - --

- - - 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
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

令和2年度の食中毒事件数は887件で、この20年間で最も少ない発生だったそうです。大規模な食中毒の発生は
仕出しの割合が多く、緊急事態宣言が発出されたことでイベント各種が自粛となり、食中毒発生件数にも影響して
いるようです。新型コロナ感染予防として、手洗いの頻度が増えていることは食中毒予防においても良い効果です
ね。湿度・気温の高い夏に突入しますので、飲食店でのテイクアウト販売では「食品を保存する温度に注意し、でき
るだけ早く食べる」ことを心がけ、新型コロナ感染および食中毒予防で元気に夏を乗り切りましょう。

編集後記

広報部員

保育室にて、5月にこいの

ぼり集会を行いました。

シールとクレヨンで

こいのぼりを作ったり、

こいのぼりの乗り物に

乗ったり、みんなで楽し

く過ごしました

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(訪看)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 ]

青葉さわい病院博慈会
医療法人社団[ 神奈川県]

富士中央ケアセンター（老健）ほか

新富士病院グループ
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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.67

こいのぼり集会
を行いました☆

求人情報
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。未経験の方、ブランクのある方、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



summer Vol.672021ひだまり

今年の夏も厳しい暑さが予測されております。
熱中症対策以外に、昨年同様、新型コロナウイルス
の対策も必要となり注意が必要です。

熱中症には
気を付けましょう

！

飛沫拡散防止で必要なマスクですが、高温や多湿といった環境でのマスク着用は、熱中症
のリスクが高くなります。屋外で人と十分な距離（2ｍ以上）が確保できる場合には、マスク
を外すようにしましょう。
またマスク着用時は、周囲の人との距離を十分にとれる場所で、一時的に
マスクを外し、のどが渇いていなくてもこまめな水分補給をしましょう。

熱中症予防にはエアコン活用は有効です。ですが、家庭用のエアコ
ンは換気を行いませんので、新型コロナウイルス感染防止の為、換
気が必要です。換気をすると室内温度が高くなりますので、エアコ
ンの温度設定を下げて調節をしてください。

マスク

運動や体を動かす時は、日中の暑い時
間は避け、朝や夕方の涼しい時間帯での
行動が有効です。体調の異変の際は、涼
しい場所への移動してください。です
が、新型コロナウイルス感染防止により

屋内への立入規制がある場合もありますので、その際は、屋
外でも日陰や風通しがよい所への移動してください。

エアコン

運動の際は、休憩を頻
繁にとり水分を十分に
補給することが大切で
す。定時の体温測定など
健康チェックをする事で、

発熱に早く気付くこともできます。日頃から
健康管理を充実させる事も予防に有効です。

小児や高齢者、持病のある方は体温調節機能が弱い為、熱中症にかかりやすくなっております。
周囲で、お互いに注意し合い、少しでも異常がみられたら、適切に対処していきましょう。

044-955-4901たま日吉台病院お問合せ

暑さを
避ける

健康管理

熱中症
の症状

軽度　 めまい、立ちくらみ、筋肉痛、大量の発汗

中度　 頭痛、吐き気、倦怠感、虚脱感

重度　 意識障害、けいれん、高体温

熱中症と疑ったら、
すばやく体を冷やし
体内温度を下げてください。

当院では、令和３年５月７日より、接種
券をお持ちの方に限り新型コロナウイル
ス感染症の予防接種の予約を開始致し
ました。予約数がワクチンの納入数に達
した段階で予約の受付を中止します。
ご希望の方は、お電話もしくはホーム
ページにて予約の受付を行っているか
確認してからお越しください。

今年度の健康診断を随時受付しております。
予約などのお問合せは下記へお願いいたします。

コロナウイルス
感染症の

予防接種
について

受付時間

お問合せ先

平日9時00分～12時00分、14時00分～16時30分

たま日吉台病院　医事課

※接種券を必ずお持ちください受付場所 １Ｆ外来受付
０４４-９５５-４９０１

注意
事項

ワクチンの接種は、予約時に接種することは出来ません。
当院の予約では、キャンセル待ちは行っておりません。
接種券をお持ちでない場合は、予約はできません。
休日、祝日は予約の受付は行っておりません。
接種当日、体調が悪くなった場合は、必ず看護師に伝えてください。

川崎市健診、一般健診等は予約なしで受診可能です。
044-955-4901 info@tamahiyoshi.or.jp

川崎みどりの病院
完全予約制です。婦人科健診もあり、女性のみの健診日も設けてます。

044-969-0454 otoiawase@k-midorino.or.jp

たま日吉台病院

check!


