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臨床病理診断科 木村 聡

当院では、昨年末の電子カルテの更新に伴い、令和 2 年 1 月 1 日より新診察券の運用を開
始しております。旧診察券は使用できなくなりましたので、下記の通り運用いたします。
ご確認の程、何卒、よろしくお願い致します。

ロビーコンサートを開催いたします。
多くの方にお越しいただけることを
お待ちしております。

日

時： 2020 年 2 月 25 日（火）19：00～
※院内掲示のポスターをご確認ください。

場

所：中央棟 1 階 会計前ロビー

演奏者：洗足学園音楽大学『井出ゼミ』のみなさん
〈12 月のロビーコンサート：「音の輪」の皆さん〉

～ご紹介～
洗足学園音楽大学『井出ゼミ』

井出ゼミは、オリジナル映画の音楽制作、また、既存の

映画を研究をし、その音楽を演奏するゼミです。
今回は、心に残る名画の音楽をお届けしたいと思います。
いろいろな楽器の奏でる名曲を、
映画のシーンを心に思い
浮かべながらお楽しみください。

がん専門相談員（看護師等）が、患者さんやご家族からのがんに関連した質問や相談をお受けし、
情報提供や問題の解決に向けて、一緒に考えていきます。
※個人の秘密は守り、相談されたことにより不利益が生じないように配慮します。
※相談は無料です。
※当院以外の方の相談もお受けしています。
受付時間

対応時間

月～金曜日（祝日除く）

月～金曜日（祝日除く）

8：30～17：00

8：30～17：00

場所
中央棟 1 階 総合相談センター

昨年１０月１２日（土）13：30 より予定しておりました、
「２０１９年度秋季市民公開講座

暮らしと健康

～ 共通テーマ がん ～」を台風１９号

接近に伴う天候悪化を考慮し、延期とさせていただきました。
改めて開催を検討し、講演者との日程調整および会場のスケジュール調整を続けておりまし
たが、今年度中の本講座の開催を中止とさせていただくこととなりました。次回の開催は来年

度の春期公開講座とさせていただきます。本年度の開催をお待ち頂きました皆さんには、大変
ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ありません。
来年度春期公開講座につきましては、開催日時が決定次第、病院だより・当院ホームページ・
院内掲示・前回参加者への郵送通知にて告知いたしますので、ご確認ください。
来年度春期公開講座への皆さんのご来場を心よりお待ちしております。

昭和大学横浜市北部病院

＜新規配属医師＞
【新規採用】
2020 年 2 月 1 日付
・富永 牧子
（こどもセンター）
【附属施設より】
2020 年 2 月 1 日付
・鮫島 舞
（こどもセンター）

公開講座担当

昭和大学病院 小児科より

NPO 法人卒後臨床研修評価機構（JCEP）とは、国民に対す
る医療の質の改善と向上を目指すため、臨床研修病院における
研修プログラムや研修状況の評価を行い、我が国の医療の発展
に寄与するとともに、臨床研修病院の質の向上を図ることを目
的として設立された機関です。
当院では、今後も日本の未来を担う医師を養成するために質
の高い研修医教育を提供していきます。
〈NPO 法人卒後臨床研修評価機構（JCEP）認定証→〉

広報委員会

日々患者さんよりいただきましたご意見･ご要望に関しましては、病院長及び関連する部署の責任者に報告
し、改善に努めております。
今までのご意見の中で多くいただいたものや最近のご意見･ご要望を中心に改善策を掲載させていただき
ました。掲載されていない内容についても対応しておりますのでご了承ください。
今後もお気付きの点やご要望をお聞かせくださいますようお願い申し上げます。
ご意見・ご要望

外来血圧計の所に、荷物を置くための籠のようなもの
があると助かります。片手は血圧計、片手に荷物だとボ
タンがとてもつらいです

耳鼻科の待合室から診察を呼ばれる時、とても聞き取
りにくいです。音を大きくするか、電光掲示板等の表示
が欲しいです。

回答・改善等

ご意見ありがとうございます。
1 階、2 階の血圧計の所に荷物等を置けるよう籠をご
用意いたします。

ご不便をおかけして申し訳ございません。
1 月より各診療科室前に個別の掲示板を設けさせてい
ただきました。そこには受付番号による呼び込み機能が
あります。ご確認の程、よろしくお願いいたします。

前年同月比 ( )内は 1 日平均
診療実日数 2018 年 12 月（入院：31 日・外来：24 日)、2019 年 12 月（入院：31 日・外来：24 日）
入院患者数
外来患者数
救急搬送数
手術件数
2018 年 12 月
2019 年 12 月

18,312 人

26,495 人

550 件

708 件

(590.7 人)

(1152 人)

(18.3 件)

(20 件)

17,864 人

26,124 人

489 件

775 件

(576.3 人)

(1,088.5 人)

(16.3 件)

(38.8 件)

日

時 ：

2020 年 2 月 20 日（木）14：00～16：00

場

所 ：

当院

中央棟 9 階

大会議室

テーマ ：

がん治療とリハビリテーション

担当者 ：

理学療法士

皆さまのご参加をお待ちしております。

今上天皇が即位され、お誕生日である 2 月 23 日が「天皇誕生日」という祝日になりました。
ちなみに 2 月 11 日は「建国記念の日」です。初代天皇とされる神武天皇が即位された日とされてお
ります。建国をした日ではなく、建国を祝う日とのことです。天皇と関係ある祝日は多いですね。
２月は受験のシーズンであり、私は受験にかなり苦労したので辛い思い出です。また、インフルエ
ンザがピークを認めるシーズンでもあります。診察していると家族内で感染する例を多く認めます。
受験生本人だけが感染対策をするのではなく、周りの家族も感染対策をしっかりする必要が大事で
す。みんなが悔いのないように万全の態勢で力を出せることを願います。
〈こどもセンター

河合 延啓 助教〉
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