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救急医療センター
受診のご案内
落ち着いて冷静に！

大和徳洲会病院

山本 松 男

状況によっては対応出来ない場合や、お待たせしてしまう場合も
ありますので、事前にお電話ください。

大和徳洲会病院：046-264-1111
●年齢 ・性別 ・お名前 ・生年月日・症状（いつごろから、どのような）
●既往歴（通院中の持病や過去にかかった病気）
●当院の診察券番号（お持ちの方）等をお聞かせください。
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STEP

受診の際にお持ちいただくもの
●健康保険証、各種医療券等
●診察券（当院へ受診されたことのある方）
●お薬手帳（または薬の説明用紙）

●他の医療機関からの紹介状
（お持ちの方）
●服用中のお薬

救急車を呼ぶ？病院へ行く？
急な病気やけがで迷った際の相談窓口のご紹介「やまと24時間健康相談」
症状の相談や医療機関の案内などを、保健師、看護師などの専門スタッフが
受け付けています。

対象者は大和市民のみです。受付時間は 24 時間・年中無休です。
フリーダイヤル
（無料）
でご利用になれます。TEL.0120-244-810
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外来・ＥＲ
看護責任者
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STEP

事前にお電話ください！

大和徳洲会病院は大和市の中核病院として24時間365日体制で主に、
緊急検査や緊急入院や緊急手術を必要とする救急医療に力を入れています。

当院 救急医療センターの概要
当院は、24 時間 365 日体制で主に検査や入院
や手術を必要とする救急医 療を実施しておりま
す。救急病床を毎日確保し、大和市・綾瀬市・座
間市・海老名市・藤沢市・瀬谷・ 下瀬谷・各地域
救急隊からの受け入れ要請に関しては、常時受け
入れを原則としております。

夜間休日もご安心ください！
夜間休日に来院する救急患者さんに対しては、宿
日直体制（内科系医師・外科系医師）を整えて
おります。常勤医師「江上救急部長 ・ 津川医師・
稲田医師（女医）」が常に速やかな対応を行える
よう待機しております。

■多数の患者さんが受診されている場合は待ち時間が発生してしまい、また症状や緊急度重症度に応
じて診察の順番が入れ替わることがあります。この様なシステム（当院はトリアージを行っていま
す。
）は、救急患者さんの診療を安全に行うために必要ですので、ご理解ご協力をいただきますよ
うお願いいたします。
■救急医療センターでの診療は通常の診療ではなく、救急診療が対象となるために、治療は応急処置が
中心となり、お薬は翌日に医療機関を受診するまで原則として 1 日 3 日分のみの処方となります。

私たちにお任せください！
必要時には専門医師が
救急診療をバックアップします！
脳神経外科

松野医師

ご安心ください。必要時には専門医師（脳神経外科・
松野医師、整形外科・ 原田医師）が救急診療をバック
アップし、様々な疾患に対して高い医療水準を提供で
きるように運営しております。

整形外科

原田医師

徳洲会グループの基本となる「断らない医療」を実践すべく、
職員一丸となって取り組んでまいります。
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は「質の高さ」が求められております。手術を受ける患
者様に、よりストレスの少ない周術期をすごしていただ
けるように、質の高い麻酔管理をさせていただきます。

ドクター紹介 ９月より赴任した新任医師
ドクター紹介

みま〜も大和

大和徳洲会病院

２０１８ 年 度 医 療 安 全 講 習 会

近年麻酔科の重要性が認知されるようになり、さらに

医療安全管理者

■専 門 分 野 一般手術麻酔
■資格・所属学会 日本麻酔科学会専門医
臨床研修指導医

笹 館 香 穂 里 です

丸山 宏（まるやま ひろし）

患者安全、医療安全を全職員で考え実践する、自律した組織を目指すべ

麻酔科部長

きだと考えます。私は今年度医療安全講習会で、「患者誤認防止」と「医療

麻酔科常勤医

安全の取り組みと医事紛争」についてお話しました。

profile

まずは、
「患者誤認防止」患者さんにも協力していただきながら常に実践
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です。安全を最優先に考え行動できることは、医療の質を高めることにも

File

つながります。多職種連携し全職員で患者安全・医療安全を実践するために、

共に考えていきたいと思います。

New Doctor

〜安全を最優先に考え
行動できるこ と は
医療の質を高 め る こ と ～

Hospital News

協同企画！

日時：2018年11月30日
（金）
14:00〜16:00 場所：大和徳洲会病院 Y's SPACE
「みま〜も大和と大和徳洲会病院にてコラボの経緯」
高齢者が安心して暮らせる街づくりのために、地域の医療・福祉・介護の専門職が活動
されています。東京都大田区にて社会医療法人財団 仁医会 牧田総合病院 地域ささえあ
いセンター センター長 澤登久雄さんが 10 年前から活動を開始された。その活動は地域に
とって時代の経過とともに必要不可欠となった。先日、実際
に訪問、共感しました。医療機関として地域の皆様と共に何
かできることはないか？と Y’s space を活用した音楽会や講
座など開始しました。

みま〜も地域づくりセミナーから
住民の主体性が生まれる課程

この度、大和市に「みまーも大和」の活動が発足したことを
知り、今回、協同企画が実現しました。ぜひご近所の皆様お
誘い合せの上、おこしください！

プログラム
⑴医療講演：いざ、
困った時、どこに相談すればいいの？
⑵介護予防講座
❶大和市フラガールチームによるフラダンスで介護予防
ワタミの宅食 國見 己孝
❷秋の夜長！いい睡眠方策「呼吸法」の実践
サン介護マッサージ 源河 陽一郎
❸食欲の秋！美味しい食生活を！「口腔体操」
ひまわり歯科 広報 松田 博人
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「自分が満たされて初めて周囲に目が向く」
ここが次のステップヘのベストタイミング

Y's Space News

地域の皆様・患者さん・職員など
どなたでも参加できる「場」を Y ’s Space で
開催する事にいたしました。

ようこそ！ Healing Time by Y’s Space へ
〜ロビーコンサート・音楽の癒し〜

２ヶ月に１回、
奇数月の１４時より開始いたします。コンセプトは、
音楽を通じて「癒しと共感」をテーマに演奏会を開催いたします。

2018 年 9 月 26 日 14 時より Y's SPACE にて音楽
セラピーを開催いたしました！

演奏者 パイプオルガニスト「石井冨美様」
悪天候の中、４丁目町内会様、５丁目町内会様をはじめ、
町内の方に参加いただき、音楽セラピーを開催いたしました。
音楽は心に癒しをいただけます。まさに、地域×病院のコ
ラボレーション大和徳洲会病院が地域の皆様との場それが
Y's SPACE です。

Y’s Space INFORMATION

10/16火「詩吟体験」開催！
14：00～15：30

大和市詩吟連盟 名取様

声を出すことは、健康維持にも！
？

11/15木「オカリナ演奏会」開催！ オカリナサークル ミユルミユーレ 出来様
これも大変楽しみにしております！
！
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Hospital Column

２０１８年９月 日

大雨の中、近くて遠い所「米海軍厚木基地診療所」へご挨拶

訪問いたしました。大変お忙しい中、レイ大尉、地域連携マネ

ジメント部門の職員の皆様に歓迎していただきました。

診 療 所 内をご案 内くださり、スライドを作 成いただき大 変

丁寧に説明していただきました。互いに建設的な医療情報交換

大和徳洲会病院

きます！
介してい
随時ご紹

ができ大変有意義な時間を過ごすことができました。

有難うございました。
川本院長（中央）、原田内科部長（中央右）、
中村看護師【医療サポートセンター】
（中央左）

米海軍厚木基地診療所訪問

YAMA-TOPICS

27

医療法人社団 緑野会

協力医療機関様のご紹介 NO.2 みどり野リハビリテーション病院
今回は「みどり野リハビリテーション病院」様をご紹介させていただきます。
観察
レポート！
！

玄関入ってすぐリハビリテーションの実際を拝見できる大変活気溢れる病院です。リハビ
リテーションセラピストの皆さんは、大変熱心に患者様のケアをされており、安心・安全
に心がけていらっしゃる姿が印象的でした。大和徳洲会病院は、連携協力医療機関として
連携させていただいております。今後ともよろしくお願いいたします！

当院は神奈川県大和市に位置しており、平成 22 年 9 月に回復
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ではなく、リハビリ栄養の観点から栄養サポートチームや社会復帰

期リハビリテーション病棟を開設しました。最寄駅の中央林間駅（東

の観点から運転支援システムを導入し運転支援チームを立ち上げて

急田園都市線・小田急江ノ島線）へは徒歩 6 分。都内へは電車

おります。当院の目標は自宅に帰って頂くことではなく、退院後に患

で 40 分圏内と非常に利便性が高いです。医師・看護師・リハビリ

者様がその人らしい人生を長く過ごして頂くことです。そのために様々

スタッフをはじめ、様々な職種がその専門性を活かし、様々な角度

な支援が出来るよう今後とも精進し、地域に根差したリハビリテー

から患者様を支援していくチーム医療にて患者様の在宅復帰・社

ション専門病院として、今後も安心・安全な医療の提供と地域の皆

会復帰に向けて取り組んでおります。そのため、通常のリハビリだけ

様に広く貢献できるようこれからも努力していく所存です。

Hospital Column

『ご
に感謝』
地域の人物をご紹介してまいります。

周治 様

中央地区支え合い協議会推進員
中央地区社会福祉協議会副会長
社会福祉法人徳寿会晃風園理事
宗教法人法蔵寺 世話人

山口

２０１８年４月１日大和徳洲会病院の内覧会をさせて頂きま

した。院内のスペースはゆったりとしてとても広く、また最新

医療機器が備わっているこの様な医療機関が地元にあれば私ど

も住民としては心強い限りでございます。

この先、地域医療を根差す大和徳洲会病院と私達住民が互

現在
中央四丁目自治会顧問
宗教法人山神社 総代会長

いに信頼関係を築き上げて、私共の心の支えになっていただき

周治 様

ます様お願い致します。これからの大和徳洲会病院様の益々の

ご発展をご祈念申し上げます。

山口

中央四丁目自治会 顧問

YAMA-TOPICS

下草柳の鎮守で、祭神は大山祗命です。

かつては下草柳の六軒、大下、中村の三集
落がそれぞれに山王社をまつっていました
が、明治初年にこれら三つの山王社が六軒
集落の山王社に合祀、山神社となりました。
（山口様より資料提供）

山神社

例大祭

夏祭り（2018.8.18 撮影）

例大祭・元旦祭にて
山神社オリジナルの
のお酒
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Information Paper

」
（77.7MHz）
で放送中！
まと
！
「FMや
健康情報ラジオ番組

■毎週
火
曜 7:15〜 7:25
金曜
（再）
17:40〜17:50

「Y’
s Space Radio」

地域の皆さまへ「耳寄りな」
健康情報
をラジオでお届けします。

番組収録風景
「竹上先生」と会話が盛り
上がる番組の様子。

今月は外科主任部長

竹上智浩（タケノウエ トモヒロ）先生に

外科について５週にわたってお話いただきます！なぜ医師
を目指したのか、印象深いエピソードなど医師になって
25 年の竹上先生の貴重なお話が聴けます。

■ 10 月の内容は ...
●先生のパーソナリティとエピソードについて
●外科について ●手術について①

大 和 徳 洲会病院のスタッフが講 師を
つとめる無料の医 療 講 演を随 時開 催
しております！そちらもぜひご参加ご
拝聴下さい。

●大和徳洲会病院の外科について

お車でご来院の際は下記専用駐車場（３２台・無料）をご利用ください。

患者様の
投書より
（2018年9月28日）

ふれあいの森入り口

大和駅西入口
相鉄線
（地下）

臨時駐車場
（閉鎖）

中央6号
公園
●
理容室
ポスト

大和駅

●
アークホテル

新駐車場 大和
北出入口

大和徳洲会
病院

●
セブン
● イレブン
ソフトバンク
大和

線
ノ島
急江
小田

１階受付ロビー自動
精 算 機 横 にウォー
ターサーバーを設置
しました。ご意 見あ
りがとうございます。

●手術について②

南出入口

中央4丁目

厚木街道

珈琲亭やまと●

●

●オーク歯科クリニック
タイムズ駐車場

大和駅南口
入口

※一方通行のため地図上の順路をご使用ください。 ※駐車場内で発生した、事故・破損・
盗難等については責任を負いかねますのでご了承ください。

医療法人徳洲会

大和徳洲会病院

〒 242-0021 神 奈 川 県 大 和 市 中 央４丁目４−１２

☎046-264-1111（代表） FAX.046-262-6411 http://www.yth.or.jp/
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