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医療サポートセンターのご案内
「紹介状」をお持ちの患者さま受付手順
December

総合内科をご紹介します！

Y's SPACE ニュース

ホスピタルコラム

ロビーコンサート開催

YAMA-TOPICS
協力医療機関様のご紹介
地域の人物紹介『ご縁に感謝』

大和徳洲会病院

医療サポートセンター

地域と病院・クリニックのかけ橋となるのが医療サポートセンターです。 地域の方々が 365 日
24 時間どこでも誰でもが安心して生活できるように地域完結型医療の構築のために、地域の医
療機関と当院各科、そして患者様のかけ橋となります。

地域連携室

医

療

相談室

入退院
調整室

■医療サポートセンターには、地域連携室・医

療相談室・入退院調整室の 3 部門がありそ
れぞれ相互に協力し役割分担をしてより密度
の高い地域医療を推進しています。

お問い合わせ

☎️ 046-264-1111

（代）

地域連携室のご案内

■地域の医療機関との連携窓口です。紹介患者様の診療・検査予約、紹介状返書管理等を行っています。医
療機関との連携に関わるお問い合わせにも対応しています。

医療相談室
（MSW）
のご案内

■医療相談室では、病気や障害でお困りの方やそのご家族が抱える様々な問題や心配事に対して、医療ソーシャ

ルワーカー（ＭＳＷ）が相談をおうけしております。医療福祉制度や社会資源のご案内をいたします。各種相
談窓口として地域の病院、福祉施設、地域包括支援センター、居宅支援事業所、訪問看護ステーション、行
政などと連携を図ります。

◎こんなときは、医療相談室にご相談ください。
●治療費でお困りなとき
●突然の病気や怪我で生活への不安を抱えてお困りなとき
●自宅で介護ができないなど施設や病院を探したいとき
●高額医療費、介護保険、障害福祉のサービスなど制度について

※１階の❼入退院受付 / 医療サポートセンターへお越しください。

入退院調整室
（看護師）

■入退院調整看護師が、自宅退院へ向けての退院支援や地域の医療機関からの入院・外来受診相談などに迅

速に対応し調整を行います。外来、入院問わず、病状や療養生活上のご不安に関するご相談をお受けし、今
後の療養に関する意思決定支援を行います。入院中から医師や看護師と連携を図り、介護方法や医療処置
の指導支援、介護サービスの相談をその方の生活に合わせて行います。退院後も安心して療養生活を過ごせ
るようにお手伝い致します。

◎緊急時の対応、当院への転院依頼について
●緊急な診療又は、入院、転院が必要な場合には、入退院調整室（看護師）へご相談ください。
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「紹介状」をお持ちの患者さま受付手順
STEP1 〜 STEP5 までご説明いたします。
STEP

1

STEP

3

STEP

4

当院に初めて受診さ
れる方は、診療申し
込みを記入後、保険
証と紹介状を❶受付
へご提出してくださ
い。診察券をお持ち
の方も紹介状と保
険証をご提出くださ
い。

STEP

外来受付Bへ
ファイルをご
提出してくだ
さい。

診療科受付後
にファイルを
お渡しします。
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STEP

5

診察、検査終
了後は❺外来
受付へファイ
ルをご提出し
てください。

血圧を測って
診察をお待ち
ください。

患者さまに持参していただくもの
診療情報提供書（紹介状）
・健康保険証（各
公費医療証）・診察券（当院を受診したこと
がある方）

STEP 5

※検査紹介の患者さまは、MRI/ ＣＴ造影剤
使用説明書・同意書（造影検査の場合）

STEP 2

STEP 3

STEP 1

受診科がないなどお困りなときは、
地域連携室へご相談下さい。

STEP 4

院 内感 染予 防にご協力をお願いいたします!
～感染対策活動にチーム一丸となって取り組んでいます～
暦の上では立冬を迎え、そ
ろそろ冬の感染症の足音が聞
こ え て き ま す。 皆 さ ま は イ ン フ ル エ ン
ザ の 予 防 接 種 は 済 ま せ ま し た か？ 病 院
の中には、感染症予防を専門に行う「感
染対策チーム」があり、来院の患者さん
や来訪者を感染症から守るために活動
を行っております。しかし、感染対策は
医療者だけが力を注いでも不十分な場
合があります。病院内の感染対策を強化

するためには、病院を訪れる全ての方の
ご協力が必要となります。
病院にご来院の際は、手指衛生（石け

んによる手洗いまたはアルコールによ
る手の消毒）や咳・くしゃみが出る場合
はマスクの着用をお願いいたします。

玄関入口に設置してあります。皆様のご協
力をお願い致します！

感染管理認定
看護師
石川敦之です
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Hospital News

VOICE

＋

安心できる病院。医師の声をお届けします。

総合内科
各専門科をご紹介するための玄関口。安心して
お越しください。
総合内科 部長 原田 裕子

■何科を受診すればいいか、迷った時
はご相談ください。

■総合内科医として数多くの経験を糧に
医療に従事。

総合内科は、内科の中でも腎臓内科や循環 器内科、
呼吸器内科など、専門科としてはっきり分類されていない
ものをいいます。主に扱うのは生活習慣病ですが、微熱
が続くけれどもなかなか診断がつかない、といった患者
さんを診ることもあります。
どの診療科にかかればいいのか分からない時、まずは
当院の総合内科を受診していただき、私の方からしかる
べき診療科をご紹介することになります。このように総合
内科は、各専門科に行く前の玄関口の役目を果たしてい
ます。

私の父が医師で家族も全て医療関係の仕事をしていた
こともあり、私も同じ道に進もうと思って医師になりまし
た。当院での勤 務は 2018 年 4 月からですが、その前
も総合病院で総合内科を担当していました。他の専門科
の先生たちから診断が難しいケースの相談を受けたり、
100 万人に 1 人といわれるような世界でも珍しい難病の
患者さんを担当させていただいたり、貴重な経験を積む
ことができました。患者さんの診断をして治療が成功し、
喜んでいただけると医師として本当に嬉しく思います。
患者さんやご家族に喜んでいただくために、いろいろな
科の専門医とディスカッションを重ね、難しい時は 10 人
以上の先生の意見を聞いてから診断しています。私自身も
総合内科医として常に緊張感を持ちながら、勉強すること

■チームワークの良さが当院の誇りです。
治療のためには医師だけでなく、看護師、薬剤師、栄

■最良の治療に欠かせないコミュニケー
ション。

他の診療科の医師はもちろん、看護師もとてもいいチー
ムワークを発揮しています。この点は大和徳洲会病院が

だきたいと思っています。正直な気持ちでお話していただ
けたら正しい診断を導けるので、関係性を良くするため、

誇れるところだと思っています。

短い時間の中でもしっかりコミュニケーションをとること
にこだわります。
私は 2 人の子育てをしながら仕事を続けてきました。
PTA 活動を通していろいろな方と交流しましたが、この

Doctor's Profile

専門分野 総合内科 経歴 慶應義塾大学卒
専門医・認定医等 日本内科学会総合内科専門医
日本内科学会認定医 / 専門医
2018 年 10 月 15 日〜 17 日開催
「脳血管および神経変性疾患国際カンファ
レンス」開催委員および座長
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を心掛けています。

養士、リハビリのスタッフ、ヘルパーに至るまで医療に従
事する多くの関係者がチームとなって対応することが重要
です。そのために頻繁に情報を共有し、チームで治療に
当たる態勢づくりが欠かせません。当院は総合病院とし
ては小さいけれど、こうした連携が非常にいい病院です。

外来では患者さんにリラックスして、正直になっていた

経験が患者さんとのコミュニケーションを図る上で、非常
に役に立っていると感じます。

総合内科
（原田）月・水・木 午前診察

Y's Space News
音楽を通じて
「癒しと共感」
をテーマに定期的に演奏会を開催いたします。

地域の皆様・患者さま・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〜

演奏者

「オカリナサークル
ミュルミューレ」様

2018年11月15日13時30分よりY's SPACEにて
「オカリナ演奏会」
を開催いたしました！

『秋香るオカリナの音色「思い出の曲」』と題して開催されたコンサートの曲目は、
「赤とんぼ」や「荒城の月」、
「故郷」
など、
馴染み深い歌ばかり。Y's SPACE は、オカリナの音色と参加された方々の歌声に包まれ、最後には「アンコール」
の声が飛ぶほど盛り上がりました。12 月 8 日（土）には、クラシックコンサートを予定していますので、お楽しみに！

「大和市詩吟連盟 名取様」
10月16日開催「詩吟体験」
も
この度、詩吟体験講座を徳洲会病院様のご厚意で Y
大盛況！総勢50名参加。

'Space で行いまし
た。公共施設以外のところで行う講座は始めてですので果たして聴きにきて
くれるだろうか？という不安がありましたが、当日は 50 人近くの人に来ていた
だき、びっくりしました。 講座にも力が入りました。詩吟は伝統文化の一つ
ですので難しいと思っている人もいるかもしれませんが、声さえ出れば家でも
どこでも手軽に出来ますと最初に話しましたので、皆さん大きな声でお腹か
ら発声し吟じてくれました。大きな声をお腹から出すことは健康に良い、身
体全体の血液の循環を良くし活力が生まれ、また長命になると実感して頂い
たことと思います。終了時には院長先生に来て頂き声を出すことは、健康の

源であることはもちろん、このようなところに出て来て、楽しくみんなと過ごすことが大事ですと話して頂きました。
皆さんに今日は参加して良かったといわれ、講座をやってよかったと思いました。今回、講座を開くに当たって事務長
の山下さんに、最初から面倒を見て頂き、細かい気配り等、大変ありがとうございました。

Y’s Space INFORMATION
12/8 土「クラシックコンサート」
13：30～

スイス菓子
「ポニイ」販売会
開催します！

会場：大和徳洲会病院 １階 Y'sSPACE

「もうすぐクリスマスですね。クリスマスソング、フルートの名曲、またヴァイオリ
ン＆ピアノの姉妹デュオをお楽しみ下さい」
プログラム（予定）
：聖夜、アヴェマリア、歌の翼に、クリスマスキャロルメドレー 他
●フルート / 山崎菜穂子 第 26 回フルートデビューリサイタル出演。ベリーべ
音楽教室フルート及びピアノ講師。大和市音楽家協会員。
● Mia & Yua/ ピアノ & ヴァイオリン 大和市立大和東小学校 4 年、2 年在学中。
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YAMA-TOPICS
あなたの睡眠は健康ですか？

ＳＡＳ
（睡眠時無呼吸症候群）
検査のご案内
常時いびきがあり他人から指摘されるほどの騒音、日中
の強い眠気やだるさ、集中力が続かない…このような症状

〜健診センターからのお知らせです〜

クイック脳ドックコース始めました。
クイック脳ドックコース……8,800 円（税抜）
※2019年1/31まで

のある方は睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）の可能性がありま

時間的にもコスト的にもお手軽な「クイック脳

す。長期にわたり症状が続くと高血圧や不整脈を誘発し心

ドックコース」を始めました。大和徳洲会病院

臓に負担がかかります。またメタボリックシンドローム、糖

では最新鋭の検査機器を揃えて、人間ドックの

尿病などの生活習慣病とも深く関わりがあると言われていま

受診される方をサポートします。高精度で、安心・

す。そのため早期の治療が必要となるのです。当院では重

快適な検査をお約束します。

症度や症状に応じた治療を提案し、患者様一人ひとりをサ
ポートしています。

検査項目：MRI 検査
検査内容：頭部〜頚部まで MRI+MRA
検査コース

●スタンダード

脳ドックコース
2 万円（税抜）
●プレミアム
脳ドックコース
3 万円（税抜）

このような症状にお困りの方は
「呼吸器内科」をご受診ください。

大和徳洲会病院

きます！
介してい
随時ご紹

協力医療機関様のご紹介 NO.3

詳しくは「健診センター」まで。

☎️ 046-262-6400

（直通）

医療法人社団哺育会

桜ヶ丘中央病院

当院は、平成 25 年 4 月に新築移転し、5 年が経過しま くチーム医療にて患者様の在宅復帰・社会復帰に向けて取
した。新築移転と同時期に、それまでの急性期病棟・障 り組んでおります。そして、院内には健診ラウンジを設け、
害者病棟に加え、回復期リハビリテーション病棟を開設しま 快適で安心の各種健診（検診）を通して、疾病の早期発
した。現在、大和市で唯一の急性期・回復期・慢性期を 見や予防に力を注いでまいります。
兼ね備えた病院となっております。最寄駅の桜ヶ丘駅（小
このように、当院では、予防医療から、急性期疾患の治
田急江ノ島線）へは徒歩１分。横浜へは電車で４０分圏内、 療、回復期・維持期のリハビリテーションまで幅広い医療を
新宿へは電車で５０分圏内と非常に利便性が高いです。
提供しながら、地域の医療、保健、福祉施設との連携をな
医師・看護師・リハビリスタッフをはじめ、様々な職種が お一層深め、今後の地域の皆様の健康の維持・増進に貢
その専門性を活かし、様々な角度から患者様を支援してい 献できるよう努力していく所存です。
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『ご

に感謝』

前畑

まえはた

勲
様

いさお

地域の人物をご紹介してまいります。

中央五丁目自 治 会 会 長
中央五丁目は大和徳洲会病院の県道を挟んで南側、大和警察署までの地域です。当
自治会では「安心して暮らせる地域づくり」のため、中央地区合同防災訓練への参加

時間３６５日対応の緊急医療センター機能を有する大和

や防犯パトロールの実施、学童の下校時見守り活動の他、高齢者の集いの場「金曜サ
ロン」などを行っています。
こうした中、徒歩圏内に

徳洲会病院が開設されたことは心強い限りです。今後とも安心できる地域づくりのた
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（左から）沖津直子様（地域包括職員）小山澄子
様（元中学音楽の先生、折紙、歌の指導）前畑勲
様（自治会長）小菅菊美様（中央地区民生委員、
児童委員協議会会長）前畑美波様（民生委員）

▲金曜サロン
（会場 : やよい住宅集会所 ２０１８年 10 月 26 日撮影）

■中央地区支え合い協議会 会計
■コミュニティセンター下草柳会館 常任理事

副会長

■中央五丁目自治会長
■中央地区社会福祉協議会

勲様

前畑

いさお

まえはた

24

め、相互の連携を強めて参りたいと考えておりますので、ご協力の程よろしくお願い

中央地区合同防災訓練
「心肺蘇生・ＡＥＤ取扱い」
（会場 中
: 央１号公園
２０１８年 月４日撮影）
▲

申し上げます。

YAMA-TOPICS

金曜サロンについて

毎月１回金曜日１０：００〜１１：３０開催されているということで参加させていただきました。内容については「クロスワード
パズル間違い探し・折り紙（サンタさん）・歌声など。前畑会長を中心に、試行錯誤しながら取り組まれており、お集りの
皆様は、大変元気で、毎月１回の会を楽しみにされていらっしゃいました。大和徳洲会病院より２名参加させていただき、皆
様よりエネルギーをいただきました。有難うございました。今後ともよろしくお願いします。
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新駐車場 オープン！
!
12月１日

駐車場に関するお知らせ
12 月 1 日より、大和徳洲会病院立体駐車場がオープンいたします。現在ご利用頂いており
ます「大和市中央 4-6 臨時駐車場」は 11 月 30 日をもって閉鎖となります。以降はご利用で
きませんのでご注意下さい。

【新駐車場の概要】

●所 在 地／大和市中央 4-5-5
●収容台数／ 155台

●営業時間／ 24時間営業

●料金体系／最初 30分無料

以降 60分毎 300円

最大料金 24時間毎 1,000円

【駐車サービスのご案内】

●外来受診の⽅ ： 30分無料、以降 5時間まで 200円、

※必ず駐⾞券をお持ちになり

以降 30分毎 100円

下さい。出庫の際は事前精

●お⾒舞いの⽅ ： 30分無料、以降 60分毎 200円

算機をご利⽤下さい。

●透析・⼈間ドック受診の⽅ ： 無料

ふれあいの森入り口

院内にて割引処理をお受け

大和駅西入口
相鉄線（地下）

中央6号
公園
●
理容室
ポスト

●
アークホテル

新駐車場 大和

●
セブン
● イレブン
ソフトバンク
大和

北出入口

大和徳洲会
病院

線
ノ島
急江
小田

臨時駐車場
（閉鎖）

大和駅

お車でご来院の際は
「新駐車場」を
ご利用ください。

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

医療法人徳洲会

大和駅南口
入口

※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。

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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