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Security
優れた安全対策で皆様を守ります。

Service
先進の医療を快適に提供します。

Speed
すべてに迅速な対応を心がけます。

Sympathy
患者の皆様と思いを共有します。

http://www.sagaminojcho.go.Jp

人間ドック・健診施設機能評価認定施設

地域と共に
JCHO

■ 訪問看護事業の開設
■ より良いサービスを目指して
■ 第 16・17回  地域連携セミナー
■ 第 2回  JCHO学会が開催されました
■ 秋の市民公開講座を開催いたします
■ 駐車場の進捗状況について

Vol.68
平成28年10月号（秋季号）　

１．患者第 1主義　常に診療を受ける皆様の立場で考え誠実に行動します。
２．安全確保　すべての診療現場で患者の皆様が安心できる環境を作り、安全で質の高い医療を提供します。
３．社会貢献　良質な医療提供を基本として積極的に社会に貢献をします。
４．公正で透明性のある病院　高い倫理観に基づき様々な情報を開示します。
５．働きがいのある職場作り　創造性、主体性を尊重しあい自由で働きやすい職場を実現します。

基本方針

相 模 野 病 院
独立行政法人　地域医療機能推進機構

〒252-0206　神奈川県相模原市中央区淵野辺１－２－30
TEL：042－752－2025（代）　FAX：042－754－9543（代）

■独立行政法人 地域医療機能推進機構 相模野病院 地域連携情報誌　■企画・製作：地域連携室　■ 発行月：平成 28年 10月■独立行政法人 地域医療機能推進機構 相模野病院 地域連携情報誌　■企画・製作：地域連携室　■ 発行月：平成 28年 10月

　現在、駐車場改修工事を行っており、ご来院の皆様には大変ご迷惑をおかけしております。おかげさまで
工事は予定どおり進んでおります。もう暫くお待ちください。皆様のご協力をお願いいたします。

駐車場工事の進捗状況について

5月27日 8月1日

9月7日

工事区域

9月9日

8月26日

　11月4日（金曜日）に、秋の市民公開講座を開催する予定です。現在、開催に
向けて準備を進めております。地域の皆様に喜んでいただけるような催しができる
よう、頑張ります。詳細は後日改めてお知らせいたします。

秋の市民公開講座を秋の 開講座を
開催いたします

春の講演風景



第16回
地域連携セミナー
《相模野病院講堂》

第16回
地域連携セミナー
《相模野病院講堂》

平成28年9月27日（火曜）19:30～21:00

演　題　「日常診療でよくみる眼科疾患」
講　師　眼科　春日井紘子医長

第17回
地域連携セミナー
《相模野病院講堂》

第17回
地域連携セミナー
《相模野病院講堂》

平成28年11月18日（金曜）19:30～21:00

循環器内科のお話を予定しております。
詳細については、後日お知らせいたします

　相模野病院ではみなしによる訪問看護を10月より訪問看護ステーションとして新たに事業を開始すること
となりました。この日を迎えることができましたことはひとえに地域の皆様のご指導とご厚誼の賜物と深謝
しお礼申し上げます。
　今後は、地域で療養しながら生活する方々ご家族を含めて寄り添いケアし、「できるだけその人らしい
生活が継続できる」ステーションを目指しスタッフ一同努力して参ります。また、求められる地域医療の
充実には、継続的に自己研鑚を行い皆様の期待に応えられるスタッフを育成して参りたいと思います。
　地域の皆様には、今後共何卒ご支援ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

・在宅療養生活に不安のある方
・医療処置や医療機器の管理が必要とされる方
・病状が不安定な方やできる限り在宅での療養を希望される方
・がんの末期の方

～その人らしい生活を住み慣れた場所で～
心のこもった看護サービスで療養生活を支援します

訪問看
護事業

の開設
訪問看

護事業

の開設

相模野病院附属　訪問看護ステーション　所長　佐藤　朋恵

訪問看護をご利用できる方

　訪問看護ステーションでは、かかりつけ医師と連携を図りながら在宅で安心して日常生活が送れるよう
支援します。医師の指示により、当事業所の看護スタッフが皆様のお住まいを訪問し実際のケアを行います。

訪問看護について

　健康状態の観察、清潔ケア（入浴・清拭・洗髪等）、食事・排泄等のケア、褥瘡の予防・処置、リハビリ
テーション、ターミナルケア、認知症のある方のケア、医療機器（在宅酸素・人工呼吸器等）の管理指導、
カテーテル等の管理、退院直後の支援、医療的処置や管理、ご家族への介護方法の説明や相談、精神的ケア等

　8月24日と9月13日にホスピタリティ研修を行いました。
第1回は85名の参加、第2回は111名の参加がありました。
ホスピタリティにおいて重視されるのは、人間性や信条、
個性、感性などであり、目先の報酬を求めての行動では
ありません。おもてなし・喜びを通じて、来院いただく方に
より良いサービスが提供できるようこれからも頑張ります。

訪問看護サービスの実際

開　設　場　所 相模野病院内　1階　正面玄関入って右側

申込み・お問い合わせ先 042（752）2025（代表）　　080-8900-1534（直通）

より良いサービスを目指して
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より良いサービスを目指してより良いサービスを目指してより良いサービスを目指して

神守事務部長

医療連携INFORMATION
（地域の先生方と共に）

第2回　JCHO学会が開催
当院からも4名の職員が参加することになりました。発表される職員に抱負を聞きました。

循環器内科
診療部長
山 内  貴 雄

　地域医療を主体とした我々の
病院において、、難しい病気に
対しどのように向き合うのか考
えさせられる経験をいたしまし
た。今回の発表により、日常的
な診療の中で遭遇する貴重な症
例から学べること
を、学会の場を通じ
て多くの人に伝えた
いと思います。

放射線部
診療放射線技師
恩 蔵  舞 子

　初めての学会発表となるの
で、とても緊張すると思います
が、来場される方々に発表内容
がしっかり伝わるよう準備をし
て参加したいと思います。また

他の方の発表を聴くの
もとても勉強になり、
日常業務に活かせる内
容もあると思うので、
とても楽しみです。

４B病棟　看護師
田 中  麻 依

　血液内科で化学療
法を受ける患者の不
安軽減のために、で
きるだけ早期に看護介
入ができるように不安とその関
連要因について研究を行いまし
た。学会発表は初めてですが、
相模野病院の代表としてしっか
り発表してきたいと思いますの
で応援よろしくお願いします。

外来　看護師
小 松  文 子

　前年の先行研究で、
看護の専門性を発揮で
きていないことが証明
されました。今回の研

究では、当院外来看護師の看護
の専門性に対する認識を明らか
にするとともに、看護の専門性
発揮への課題を見出し、それに
取り組む第一歩としていきたい
と思います。
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