
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４年４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 星野 金子 聖マリアンナ渡邊 /豊崎

石川 鶴井 石川 鶴井 -鶴井

- - 飛田 - -飛田

吉富 -- - - -

渡邊 / 木村 谷川 橋本 /川上 未定 昭和大学豊崎

吉富 - - - --
- 飛田 - - --

大野 遠藤 浅野 - --
関口 - 中村 石川 -中村 15:30

中村 15:30 中村

- - - 髙橋 -
- - --

-

- - - 未定 --

大野 遠藤 浅野 - --

- - - 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

２月に節分集会を行いました。
鬼の的あてゲームではみんなで
ボールを鬼めがけてたくさん投げました！！
鬼が登場すると怖くて泣いてしまう子もいましたが、
頑張って豆を投げて鬼を退治してくれる子もいて無事に
やっつける事ができました

保育室より

厳しい寒さも終わり新年度を迎えました。新しい環境や季節の変わり目は、体調を崩しやすい季節でもあります。
新型コロナウィルス感染防止による、まん延防止等重点措置が続いた事もあり、自粛生活の長期化から心身共に
体調を崩さないよう注意も必要です。
またコロナウィルスだけでなく花粉症の時期でもありますので、今号のお薬に関する
記事など参考にしていただければ幸いです。
自粛生活の我慢の日々が続いておりますが、新年度を気持ち新たに過ごしてまいりましょう。
今年度も、よろしくお願いいたします。

編集後記

広報部員

ま
で

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(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

spring2022
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春号
たま日吉台病院

みんなの広場

https://www.tamahiyoshi.or.jp

ひだまり
Vol.70

訪問看護ステーション

が移転しました！

よろこび
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私たちが何気なく使っている薬は、その使い方を間違えたり、理解不足
だったりすることで、高い効果を得るより、危険な健康被害を招きます。
薬について、正しく知って、上手に付き合いましょう。

薬とは人の体に用いることで、病気を
治したり症状を和らげたりするものの総称
です。薬を使う目的は４つあります。

Vol.70

薬について知っていますか？

お薬のことでご心配されていることがありましたら、
医師や薬剤師にご相談ください。

原因療法01
原因を取り除く
（例：抗菌薬）

補充療法02
特定の物質が不足
したため補充する
（例：インスリン）

対症療法03
原因を取り除かなくても
病気による症状を
抑えるために用いる
（例：鎮痛薬）　

病気予防04
主に感染症の発症を
防ぐ目的で投与する
（例：ワクチン）　

薬とは？

薬の運命
（薬の体内動態）

次号では、薬の服用に
ついて説明いたします。

薬は体の中では、
吸収　 分布　 代謝　 排泄
という過程を辿ります。

飲み薬は主に
小腸で吸収されます。吸収

体を巡り目的の
部位に到達します。分布

肝臓を通過する際に肝臓で化学変化を受けます。
＊肝臓機能の低下は薬の効果が強まります。

尿中に溶け体外へ、あるいは胆汁と
一緒に糞便で体外へ排泄されます。
＊薬の性質によって異なります。 ＊腎機能、肝機能の低下は薬を体内に溜めます。

代謝

排泄

地域に生活している子ども～高齢の方で障害や病気を抱え生活している方が、医療
保険や介護保険を利用し、主治医からの指示、ケアマネージャーからのケアプラン
に沿って、自宅での看護サービスを行い安心した療養生活をサポートを行います。

訪問看護ステーション

よろこび

営業時間：月～土　9：00～17：00　定休日：日祝日、年末年始
神奈川県横浜市青葉区美しが丘西3-64-10 メゾンベールたまプラーザ101号医療法人社団 晃進会

訪問看護ステーションよろこびお問合せ先

045-909-5884FAX https://houmon-yorokobi.comWEB０１２０-１１２-２８２TEL

家庭と地域を、人と人をつなぐ情報も提供し、より良い
在宅療養、よろこびが感じられる毎日をサポートします。家庭と地域をつなぐ

週に1回スタッフ全員PCR検
査を実施。体調管理はもちろ
ん密にならない環境とし、ま
た訪問の際、グローブ、マス
ク、エプロン、ゴーグルは必ず
着用。

ご利用者様の希望や相談に、どうすれば可能かを、
スタッフ全員の知恵と技術で解決へと導いています。希望を叶える

病状が変化したとき、不安になったとき、
いつでも看護師が対応します。24時間対応

特徴

ご利用の流れ システムなど

新型コロナ対策

地域包括

各病院

ケアマネージャー

主治医から
訪問看護指示書

の交付

契約

2歳～99歳まで、140～150名の利用者さんを抱え、看護師10名、
ケアマネージャー3名、事務、たま日吉台病院からのリハビリスタッフ
とともに協力しています。
24時間緊急対応し安心して
生活できるようサポートして
います。

所長　福野ルミ

看護・リハビリ

医師へ報告、
計画等連携

訪問看護ステーションとは
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