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平成 28 年度のご挨拶
西横浜国際総合病院 院長

小松 永二
当院は「安心・安全の医療 〜患者様と共に

の病院にしては充実した医療設備と各診療科

〜」を理念に掲げ、昭和 63 年開院以来、地域

体制が整っておりますので、患者さんや、地域

の皆様のお役に立てる病院になるよう変化をし

の開業医の先生方に有効にご利用いただきた

てまいりました。昨年度地域包括ケア病棟を

いと考えております。

開設したことにより、健診、急性期、回復期、地
域包括ケア、透析、在宅医療まですべての分野

最近では総合病院という表現はあまりされな

をシームレスに提供できる体制となりました。

くなりましたが、当院は急性期から在宅までの

皆様の必要とする医療を選択していただき、当

多機能病院として、高齢化社会における真の

院の機能を幅広くご利用していただければ幸い

意味での総合病院となったと考えております。

です。

2025 年問題において提唱されております地域
包括ケアシステムの実現に向け、この地域に大

一方、高齢者を中心とした急性期医療の需
要もますます深まり、当院の特徴でもある充実

中規模病院ではありますが、職員数も400

したリハビリ体制とも組み合わせ効率的医療の

名を超え、全員がこの使命を胸に、職員教育体

提供に努めてまいります。そのためには設備、

制のさらなる充実と医療の質の向上を図り、地

医療機器の改新も必要で、今年度には外来ス

域医療のため精進してまいりますので、今年度

ペースの改修、内視鏡室の拡張、高気圧酸素

も西横浜国際総合病院をよろしくお願いいたし

の増設、屋外リハビリ施設の設置、各種最新

ます。

医療機器の導入などを計画しております。
そんな中、長年貢献していただいた整形外
科常勤医２名が退職となりました。今年度中
には新たな整形外科チーム体制を作る予定で
ありますが、しばらくの間皆様にはご迷惑をお
かけすることとなってしまいます。皆様にご満
足いただける体制作りに努力しており、決定次
第公表させていただきますので、よろしくお願い
いたします。
一方、外科・消化器科は常勤医増員ができ、
内視鏡室拡張とあわせて、現在ご好評を頂き
ながらも予約の取りづらい内視鏡検査もご利
用しやすくできると思います。その他、この規模
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きく貢献できるものと自負しております。

新 副 院 長 紹 介

さんぺい

けんじ

三瓶 建二

副院長

平成20年6月に開設した回復期リハビリテーション病棟は、脳・神経疾患を中心に近隣・計画管
理病院より患者さまを受け入れ、充実したケアと効果的なリハビリテーションをもって信頼される病
棟として地域の皆様に受け入れられてきました。
昨年4月より地域包括ケア病棟が始まりました。回復期病棟兼地域包括ケア病棟担当として、これ
からは神経疾患のみでなく、運動器疾患を含めより幅広い疾患を対象に地域の病院・診療所のみで
なく在宅療養を受けている方々にも利用していただけるよう診療および看護・リハビリテーション体
制を整えていきたいと考えています。

平成 27年 10月に看護担当副院長を拝命しました、高橋です。平成 25 年 6月に看護部長として
着任し、患者サービスの向上、看護職の離職者減少、人材育成などを図ってまいりました。看護部
門として少しずつ成果を実感しているところですが、今後も内容充実に向けて引き続き取り組んでい
く必要があります。
看護部長が副院長となる意味は次のように考えます。
① 経営的視点を高めさらに組織に寄与すること
② 当院が皆様に選ばれる病院として成長発展できるよう、
たかはし
ちかこ
病院の総合力を高めるための活動を行うこと
高橋 親子 副院長
③ 院長の補佐
看護部内に留まらず組織横断的な視点で問題解決をとおし、部門間の連携強化を図っていくよう努める所存です。
私は看護職42 年の経験の中で、
「患者さんと職員が集まる病院運営」を生涯のテーマとしています。患者さんにとって満
足の高い医療・看護・介護の提供、職員にとって意欲が高まる職場環境づくりについて、職員全体の取り組みになるよう目
指します。今後とも宜しくお願いいたします。

外科・消化器科│平成27年 10月入職

ひらた

ゆうだい

平田 雄大

医師

新 任 医 師 紹 介

昨年 10月より外科・消化器科で勤務させ
て頂いております平田雄大と申します。今ま
ではいわゆる一般外科医として働いてきて
おりましたので、消化器内科疾患については
不案内な部分が非常に多いですが、皆様の
お役に立てるように努力いたします。宜しく
お願いいたします。

外科・消化器科│平成28年 4月入職

本年 4月より外科・消化器科に赴任しました小島啓夫と申します。西横浜国際総合病院のある
戸塚区汲沢町は自分の大伯父が以前住んでいたこともある地であり、学生時代の15 年位前には何
度か訪れたこともあります。今回、赴任にあたり久しぶりに戸塚の地を訪れ、その発展ぶりに驚い
ているところです。この縁浅からぬ地である戸塚での勤務にあたり、地域医療の発展に少しでも力
になれたらと思います。皆さまよろしくお願い申し上げます。
こじま

たかお

小島 啓夫

医師

眼科│平成27年 10月入職

昨年 10 月から新たに赴任した眼科の㓛刀葉子と申します。東邦大学医療センター大森病院で
4 年間勤務していました。西横浜国際総合病院の診療内容として、外来では白内障、緑内障など
の一般診療だけでなく、レーザー治療も行っています。手術では東邦大学の医師の協力のもと、
白内障手術や外眼部手術を中心に行っています。
皆様の眼の健康に寄り添っていくことができますように、丁寧な診療を心がけていきたいと思い
ます。今後とも宜しくお願いいたします。
くぬぎ

ようこ

㓛刀 葉子

医師
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西横浜国際総合病院

地域包括ケア病棟

西横浜国際総合病院

地域医療連携室

ソーシャルワーカー

内田守

Ｈ27 年 4月より、当院の2 階病棟が “地域包括ケア病棟”として運用が始まり、1年が経ちました。地域包括ケア病
棟という言葉が生まれたのは約2年前。未だ耳慣れない “地域包括ケア病棟” は『どんな意味だろう？』と思われる方
も多いのではないでしょうか。

病院の機能とは？
病院はその病院ごとに診療に特徴があり、機能も違
います。その病院の機能を決めるのは “どういった病棟
をもっているか” で決まってくるものです。
例えば大学病院は、より高度な専門治療とその救急
対応ができる病棟（ICU 等の集中治療室）を持ち、一方
で、地域の病院はそこまで高度専門ではないけれども救
急を受けたり、治療・手術ができたりする病棟（10 対 1
病棟等）を持っています。その他、リハビリ専門の病棟
（回復期リハビリテーション病棟）や、長期的に療養が
必要な方が入院する病院では、その専門の病棟（医療
療養病棟）を備えています。
その他細かく機能別に病棟の種類が分かれています

が、病院によって、またはその病院の階ごとに入院して
いる患者様の疾患や理由が違うのは、そこに理由があり
ます。
皆さんの周りでも、救急病院に入院中、“治療が一段
落したので転院を（〜階に）”と、退院について、若しくは
病棟が変わることについて話された経験のある方もい
らっしゃるのではないでしょうか。治療が済んだ後も、
当面は様子を見て…と考えていた方にとって、時に驚き
の言葉となるかもしれません。
その方の疾患や症状・治療の状況に合わせて、適切な
病院（病棟）へ移ることは、その病院や病棟の機能・特徴
に理由があるということがお分かり頂けたかと思います。

地域包括ケア病棟とは？
地域包括ケア病棟は、その病棟の種類の一つであり、
専門的な救急医療を終えた患者様の転院治療をお受け
したり、救急の病棟で治療した後の経過観察や、短期的

なリハビリ、在宅で療養されている患者様の一時的な治
療などをお受けしたりしています。地域病院ならではの
機能といっても差し支えありません。

入院期間：60日限度

入院

安定状態

急性期病棟

退院
自宅等

地域包括ケア病棟

退院
自宅等

療養中
自宅等

西横浜国際総合病院の地域包括ケア病棟
昨年、西横浜国際総合病院の地域包括ケア病棟から
退院された方は約400人。近隣にお住まいの方から、
戸塚区を中心とした近隣区、隣接の藤沢市や鎌倉市か
らもご入院をお受けしてきました。
当院の地域包括ケア病棟では、専任の医師・薬剤師・
病棟看護師・ケアワーカー・専従リハビリテーションス
タッフ・医療ソーシャルワーカー・管理栄養士が在籍し
ております。退院後の生活を視野に入れて、どう暮らし

ていきたいか等、さまざまなお話を聞かせて頂きながら、
【その人らしく暮らす】ために、意思決定の支援をしてお
ります。
具体的な支援としては、院内外における日常動作の訓
練、必要に応じて安楽な介護方法の提案、自宅環境の評
価から改修の提案、食事摂取に関わる飲み込みの状況
確認から、栄養状態の改善や食事内容・形態の提案ま
で、様々な状況や疾患に応対いたします。

西横浜国際総合病院は在宅のサービスも充実しています。自宅での生活に不安が生じた際には、入院中から各事
業所との連携を図りつつ支援してまいります。
これからも住み慣れた地域で安心して生活が継続できるよう、地域病院の窓口として、様々な相談をお受けしていき
たいと思います。
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肩こりを
やりすごす

ハズんんでで

毎 日

う
そう
暮
らそ
暮ら

たかが肩こり、
されど肩こり…。
私たちの生活には肩こりを招く要因が多く、
慢性化した肩こりに悩む人が増えています。
残念なことに、肩こりには根本的な治療法がありません。
だからこそ、悪化させないための心がけが大切です。

有野真由美（健康情報ライター）
どうして肩がこるの？
重い頭を支える首。両腕を吊り下げ動かしている肩。首・肩周
辺には、いくつもの筋肉が重なりあっています。それらの筋肉への
血行が悪くなって酸素や栄養が不足したり老廃物がたまったりする
と、肩こりが起きます。
「肩こり」は、首・肩周辺のこわばり、不快感、重苦しさ、痛みな
どの総称です。日本人の国民病、現代病ともいわれ、自覚症状の
有無では男性よりも女性が多く、低年齢化の傾向も見られます。
原因は首・肩周辺の筋肉疲労といわれていますが、確定的な診断
や治療法はないのが現状です。
次のようなことは肩こりの原因となり、症状を悪化させると考え
られます。思い当たる点があれば改善しましょう。

●長時間の手作業
●冷房
●体型に合わない寝具や枕
●不自然な姿勢
●運動不足
●長引くストレスや緊張

予防法や対策はあるの？
肩こりは、急に起きるものではありません。緊張が続いた筋肉に疲労物質がたまり、それが血管を圧迫する
ために血行不良を起こし、慢性的なこりを発生させるといわれています。したがって、日頃から血行をよくし
て、血液の流れにのせて疲労物質を取り除くことがポイントです。
同じ姿勢が続いたり運動不足になったりすると血行が悪くなるので、姿勢を変えたりからだをほぐしたりし
て、筋肉の血流をよくしましょう。椅子には深く腰かけ足を組まない、バッグを片側の肩だけにかけない…と
いった日頃のちょっとした心がけで症状が軽くなることもあります。入浴、温湿布、朝夕のストレッチ体操、
ウォーキングなどには肩こり予防・改善効果が期待できます。
ただし、肩こりが他の病気と関係しているケースもないとはいえません。頭痛・しびれ・めまい・吐き気・動
悸など別の症状をともなうときは、ためらわずに診察を受けてください。

片側20秒のカンタン体操で肩・首をほぐそう！
立っても座ってもOK。背筋を伸ばして片側ずつ行います。頭を逆側へ傾けて行うと首までほぐれます。
❶まず正面を向いて片方
の手指を肩につけ、
ひじ
を後方へ引きます。

❷ 背筋を伸ばしながらひじ
を振り上げます。

❸ひじを回し、
ぐるりと大き
な円を描きます。

❹ 肩の前面から胸、
わきの
筋肉の伸びを意識しなが
らゆっくりひじを戻します。

5

ス
レ

ト
ス

ストレス状態が続くときは
専門家に相談しましょう
次のような症状が2週間以上続く場合
は、早めに精神科や心療内科を受診す
ることをおすすめします。

□悲しい気持ち、
憂うつ感、
不安感、

笑う

思いっきり笑うと免疫力が

イライラする、
やる気が出ない

高まると言われています。

□食欲がない

寄席やコメディドラマなど

□寝つきが悪い、
朝早くに目が覚める

もおすすめです。

□動悸がする
□飲酒量や喫煙量が増える

ストレッチ
ストレッチ は 心 身 のリ
ラックスに効果がありま
す。長い間同じ姿勢でい
ると筋肉が収縮し、血流
も悪くなります。腰や首、
腕や脚の筋肉や腱をゆっ
くり伸ばしましょう。

親しい人たち
との交流

喫煙や飲酒、食べることによるストレ

よくない

ストレス解消法

ス解消は、量と頻度のコントロールが難
しく、依存症にもなるリスクもあるため、
おすすめできません。
運動や趣味も、翌日の生活に影響を
与えるほどやってしまうと逆効果になり
ますので、ほどほどを心がけましょう。
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不安やイライラした気持ちを
感じたときは、気軽に話がで
きる友人や知人、職場の同僚
に相談してみましょう。

HealthTopic

早めに 上手 に対応
ひどく疲れる、何をするのも面倒、
なぜだか不安…
最近、
そんなことはありませんか？
ストレス過多の現代は、
だれでもメンタルヘルス不調にかかる可能性があります。
ストレスに早めに気づき、上手に対応して、
メンタルヘルスの不調を予防しましょう。

適度な運動

スポーツで勝敗を気

にするよりも楽しむこ
とに重点をおきましょ
う。ウォーキングなど
の有酸素運動がおす

め
す
す
お

ストレス解消法

リラクゼーション
腹式呼吸やヨガなど、心

身の緊張を緩める方法を
試してみましょう。ゆっく
りと大きく深呼吸するだ
けでも気持ちが落ち着き
ます。

すめです。

仕事から離れた
趣味を持つ

快適な睡眠

自分の好きなことをできる時間を持つようにしま

中に眠くならないのが、快適

とは関係のない人々との交流を大切にしましょう。

起きたときに気持ちがよく、日

しょう。サークル仲間やボランティア仲間など、仕事

な睡眠のめやすです。また、
15分程度の昼寝は、仕事の
効率アップにつながります。

ストレスチェック制度も活用しよう

平成27年12月から、
従業員50人以上の企業において、
従業員のストレスチェックが年に1回行われることになりました。
これは、
従業員に
自身のストレス状態の気づきを促し、
メンタルヘルスの不調を未然に防ぐことを目的としており、
事業者
（会社）
は、
ストレスチェックの結果に応
じて、
職場の状況を改善するための措置を講じる必要があります。
ストレスチェックの結果、
面接指導が必要と判定されて本人が希望した場合は、
事業者
（会社）
に申し出て医師による面接指導を受ける
ことができます。
ストレスチェックの結果は本人に直接通知され、
本人の同意なく事業者
（会社）
に結果を知られることはありません。
また、
スト
レスチェックの結果などによって労働者に不利益な対応をすることも禁じられています。

7

理由

病気の早期発見のために

1

私が健診を受ける

「何か症状があったら病院に
行けばいい」と思っていませんか？
糖尿病や高血圧など生活習慣病の多くは自覚症状がないまま進行して
いき、症状が出たときにはすでに重症化していることが多くあります。
健診でカラダの状態を確認することで、目に見えない病気の芽に気づ
き、早期に対処することができます。

理由

2

に

自分のために、そして家族のため

家族のために忙しく、自分の健康を
後回しにしていませんか？
あなたが病気になっていちばん悲しんだり、困ったりするのはあなたの家族です。
家事や育児、介護にパートなど、家族のための仕事もできなくなってしまいます。
大切な家族のために、年に1度は時間をつくって健診を受けましょう。

理由

3

生活習慣改善のために

健診は病気を発見するだけのものと
思っていませんか？
健診では、病気かどうかの判定だけではなく、今のカラダの状態について
評価してくれます。
治療が必要ないレベルでも基準値外であったら、食生活の見直しや運動、
禁煙など生活習慣の改善が必要ということです。
また、正常値だったとしても油断しないで、健康生活を維持しましょう。

理由

4

家計のために

「健診を受けるお金がもったいない」と
思っていませんか？
健診費用は健保からの補助もあり、安価に受けられます。もし、病気になってしまっ
たらもっと多額の医療費がかかり、家計を直撃するでしょう。家族の人生設計も
狂ってしまいます。
健康も大事な財産と思って、夫婦そろって健康状態をチェックすることが大切です。
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つ

の理由
理由

5

安心と自信のために

カラダの不調を感じて、「病気かしら…」と
不安に思うことはありませんか？
健診を受けて異常がなければ病気への不安が解消されるとともに、
「私は健康！」と
いう自信になります。家事や趣味にもより積極的に取り組めるでしょう。
一度「異常なし」だったとしても油断せず、毎年健康を確かめましょう。

理由

6

アンチエイジングのために

若さを保つために血管の健康が
重要なのを知っていますか？
血管には全身の細胞に栄養と酸素を送り、老廃物をカラダの外に運び出す役割
があります。高血圧や脂質異常などで血管が傷んで動脈硬化が進むと、
この働
きがスムーズにいかなくなり、
お肌にも影響してきます。
健診で血圧や血液の状態をチェックし、血管の健康を保ちましょう。

健康管理センター

リニューアル のお知らせ

西横浜国際総合病院 健康管理センターは、平成28年5月にリニューアルいたします。今まで通
り、安全で精度の高い健康診断をより快適に受診していただけるように、待合スペース・診察室を
改装し、計測・検査スペースも個人情報保護に配慮した形となります。
病気の早期発見・病気の予防・健康維持増進のために、ぜひ健康診断をご受診されるようお勧
めいたします。どうぞ、お気軽にご相談下さい。スタッフ一同、お待ちしております。
お問い合わせ

045-861-8430（直通）月

〜金：13時半 〜16時半

健康管理センター長

よ

な

は

土：9時 〜12時半

よし こ

與那覇 佳子

出身校：東京女子医科大学
専 門：健康診断業務、産業医
資 格：日本人間ドック学会 認定医
日本消化器がん検診学会 認定医
マンモグラフィ検診精度管理委員 読影認定
日本医師会 認定産業医、認定健康スポーツ医
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私 のからだは私

間食と血糖値

食事の量を減らしてでも間食を食べたいという女性
も多いのでは？ 適度な間食はよい気分転換になり
ますが、とり方を間違えれば、血糖値を急上昇させ、
疲労感や肥満、生活習慣病の原因になります。

？
間食が 間 食 を 呼 ぶ ！

悪循環

女性の

健 康 管 理

では間食は一切とらない方がよいかというと、そうではあ
りません。例えば残業などで昼食と夕食の間隔が空きすぎ
ると、夕食時に一気に血糖値が上昇してしまいます。こんな
ときは、午後から夕方のタイミングで、血糖値を上げにくい
食品をとると血糖値が安定し、空腹感や疲労感が解消され
ます。また、夕食の食べすぎも防ぐことができるので、肥満予
防にもつながります。

間食を
とる

空腹感

る

間食は と り 方 が 大 切

疲れたときやひと息つきたいときに、ついつい手が出る
チョコレートやクッキー、おせんべい。でも、これらのお菓子
が疲労感や空腹感の原因かもしれないと知っていますか？
血糖値を急上昇させる食品は、血糖値の急降下も引きお
こすので、血糖値が安定しない状態となり、空腹感、疲労
感、仕事中の眠気などを招く原因となることがあります。

チョコレートや
クッキーなどを
間食にすると…

が守

間食にはこんな食品がおすすめ！
血糖値の上昇・降下がゆるやかな食品を選んで、
かしこく間食をとりましょう。
ナッツ

血糖値が
急上昇

（無塩・油不使用のもの）

低糖質や
低GI＊をうたった

栄養バーやパン

ヨーグルト

血糖値が
急降下
＊食後血糖値の上昇が低い食品のこと

こんな方法でムリなく ＋

10

分多く歩こう

21

﹂
の目 標 値 は 男 性 9 ︐

10

64

歳︶
ですから︑もう 少し歩 数

+10
（プラス・テン）
で、 厚生労働省は、健康寿命をのばすために、今より10分多く、
毎日からだを動かす
（+10する）
ことを推奨しています。
アクティブに！
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プラス

日 本 人の平 均 歩 数は︑男 性 7 ︐1 3 9 歩 ︑女 性 6 ︐2 5 7 歩 ︒国 民

●買いものは車を使わず徒歩で
行く

健 康 づくり 運 動であ る 第二次﹁ 健 康 日 本

●帰宅後や休日に家族で近所
を散歩する

〜

●昼休みは少し遠くのお店で
ランチをとる

分多く歩いてみませんか？

10

0 0 0 歩 ︑女 性 8 ︐5 0 0 歩
︵

●用件があるときは自分で出向く

テン

＋10

今日から
はじめる
を 増やしたいところです ︒ふだんの生 活に少し工 夫 をして︑まず

●エレベーターではなく階段を
利用する

CHALL ENGE

はいつもより

●バスや電車はひとつ手前で
降り、ひとつ先から乗る

10 分

平成 28 年

健康・医療講演会 の お知らせ

西横浜国際総合病院および汲沢地区社会福祉協
議会・汲沢地域ケアプラザでは、地域の皆さんの健
康寿命をのばすことを目的として以下のような講演
会を予定しております。
今年のテーマは「健康寿命をのばそう、活き活き
と！」として、6 回シリーズで講演を進めております。
1 回目は1月23日に「生活習慣病について」橋本隆
副院長より、2 回目は3月12日に「ロコモティブシン
ドローム（運動器の障害）について」鈴木彩乃 理学
療法士より、すでに講演を行わせていただきました。
また、それぞれの回において、実技や質疑応答を

■ 第 3 回 6 月 11 日（土）13 時〜

汲沢地域ケアプラザ
会場
多目的ホール

H28.1.23

お申し込み
不要です！

橋本 隆 副院長「生活習慣病について」

■ 第 5 回 10 月 8 日（土）13 時〜

「食生活について考えてみませんか？」

管理栄養士 和田 幸子（西横浜国際総合病院・栄養科）

■ 第 4 回 8 月 20 日（土）13 時〜
「薬剤師の視点から 〜お薬手帳、
ジェネリック薬品、サプリメント等について〜」
薬剤師

交えた分かりやすいご説明を心がけておりますので、
是非、ご参加ください。

芦塚 拓也（西横浜国際総合病院・薬剤科）

「むせこみや嚥下（えんげ）機能について」

言語聴覚士 髙山 優子
（西横浜国際総合病院・リハビリテーション部）

■ 第 6 回 12 月 10 日（土）13 時〜
「血液検査等の検査データについて」
臨床検査技師

清弘 真衣（西横浜国際総合病院・検査科）

にしよこの

見
発
面白

当院は構造として坂道に立地
しているため、多くの患者様がお
使いになる表玄関が3階となって
います。そして、外来診療を行う
フロアーは主に2階となっており、
多くの方が3階で受付を行ってか
ら2階に移動される事になります。
そのような中、来院される患者様
に注目して見ていただきたいものが
今回紹介させていただくステンドグ
ラスです。昭和63年9月の開院時
より、居心地の良い空間作りに貢献
をしてくれています。

夕方の様子
■作品名「生命の環」 平山健雄 作
（光ステンド工房代表 http://www.verre21.com/）

日中の様子

上部から空・樹木・花・大地・水と構成され、周囲の赤と青のストライプは動脈と静脈、すなわち人間を表し、自然と人間が互いに
調和した世界を表現しています。
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安心・安全の医療 ─ 患者様と共に ─

基本方針

良質な医療の提供・地域医療への幅広い貢献・生命と人権の尊重
病 院ビジョン

病気の治療は、医療を受ける側と提供する側の共同作業です。
お互いの理解と信頼のために以下のことをご確認ください。
1. 良質な医療を受ける権利
全ての患者様は、健康保険法で認められた、良質で最善の
医療を公平に継続して受ける権利があります。また、必要な
時にはいつでも、医療従事者の援助・助力を求める権利を有
します。
2. 適切な説明を受ける権利
治療や症状について真実を知り担当医師や受け持ち看護
師より、納得が出来るまで説明を受ける権利があります。その
説明に対して納得がいかない場合は他の医師の対診やセカ
ンドオピニオンを受ける権利があります。
3. 選択の自由の権利
病院や医師を自由に選択し、十分な説明を受け、意見を述
べ、治療方針を自らの意思で選択し、治療を受ける権利と治療
を受けることを拒否する権利があります。
4. 個人情報や秘密が守られる権利
診療や治療で医師や従事者が知りえた患者情報、全ての
プライバシーの機密が守られる権利があります。患者本人の
承諾なくして、第三者に開示されない権利があります。

5. 個人の尊厳が尊重される権利
患者様は、自ら病を克服しようとする主体として、医療の場
において、常にその生命・身体・人格が尊重される権利があり
ます。また、出来る限り尊厳を保ち、安楽に人間的な終末期を
迎えるためのあらゆる可能な助力を受ける権利があります。
6. 情報開示の権利
所定の手続きを経ることによって、ご自身の診療録の開示
を求めることが出来ます。
7. 情報を提供する責務
医師をはじめとする医療提供者に対して、自身の健康に関
する情報を出来る限り正確に提供する責務があります。
8. 医療に協力する責務
全ての患者様が等しく患者の権利を行使するためにも、病
院の規則を守り、提供される医療に協力する責任と、他の患
者様の治療に支障を与えないよう配慮する責務があります。
9. 理解しようとする義務
全ての患者様は、説明を受けたことにつき真摯に理解しよ
うと努める責務があります。

職業倫理
西横浜国際総合病院の職員は、医療人としてその職責の重大性を認識し、すべての職員が病院理念および基本方針に
基づき、意欲と誇りを持ってその使命を果たすことを目的として次の通り職業倫理に関する指針を定めます。
1. 医療サービスの質の向上を図るため、確かな知識の習得
と技術の研鑽に努めるとともに、良識ある職業人として教
養と品性を高め、資質の向上に努めます。
2. 医療の公共性を重んじ、地域社会へ貢献するとともに法
規範の遵守に努めます。
3. 患者様の人権を尊重し、良心をもって、平等に接し、十分な
説明と同意に基づく適正かつ公正な医療の遂行に努めます。

診療受付時間 平日・土曜とも
平日のみ

4. 患者様の信頼を得るために、医療内容やその他必要事項に
ついて十分な説明を行います。
5. 患者様のプライバシーを尊重し、職務上知り得た情報の
守秘義務を遵守します。
6. 職員は互いに尊敬し理解し合い良き協力関係を築き、連携
してチーム医療の実践に努めます。

午前 7：30 〜 11：30
午後 0：00 〜 4：30

診療開始時間 午前 9：00〜 午後 1：30〜
（平日のみ）
・外科消化器科・乳腺内分泌外科・耳鼻咽喉科・整形外科・
診 療 科 目 内科（一般・腎臓・呼吸器・循環器）
泌尿器科・神経内科・眼科・脳神経外科・精神神経科・麻酔科・リハビリテーション科

（財）日本医療機能評価機構認定病院
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患者様の権利と患者様へのお願い

発行

1. 急性期から在宅まで、シームレスなサービスの提供により地域へ貢献する
2. 患者・利用者・家族に積極的に関与し、個別のニーズを追求する
3. やりがいと喜びを育み、全職員参加型の活気あふれる組織を構築する
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