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検査値から推測される飲食の問題点
心理学うんちく話（こどもの発達編）
病院祭 「健康チェックコーナー」より
介護 SOS
お知らせ

静和会石井病院 病院理念
○ 医療の本質を追求し、科学的、創造的かつ主体性のある医療を目指します。
○ 「思いやり」「いたわり」「優しさ」を常に忘れず、豊かな人間性で患者さんの主体性を尊重した医療を実践します。
○ 保健、医療、福祉との連携を密にし、地域住民に愛され信頼される医療チームを構築します。
○ ノーマライゼーションの視点に立ち、社会のニーズに応じた医療を提供します。
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野球チーム情報

北海道知事杯全道大会出場
8 月 20 日に北海道知事杯道央南ブロッ

今年も恒例となりました石井病院祭が下記のとおり行います。

ク予選において、日高支部代表として参加

今年の病院祭スローガン

し、見事優勝！
9 月 3 日から旭川市で開催された全道大

「がんばれ日本！ がんばろう石井病院！」
日

時：

平成２３年１０月２日(日)

１０：００～１３：３０

場

所：

石井病院正面駐車場・１階ロビー
★オープニングセレモニー
★イベント

★縁日

★健康チェック

★体験コーナー

★お楽しみ抽選会

外来担当医表

今回の予選及び全道大会に出場し、強豪
チームと対戦出来た事。それはとても大き
のかを考えさせられた大会でした。

月

火

水

木

金

土

石井

札医

休診

午後

13：30～15：00

林

札医

松野

石井

松野

休診

を目指し努力してまいります。
監督

石井
隆司

予約制です

内科外来

編集／発行

隔週金曜日

石井

※詳しくは院内掲示をご覧ください。
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編集委員 岡島

午後 1：30～3：00

編集委員長 中村美鈴
医療法人
静 和 会

石井病院

10

９ 月 に入 り、 気温 も下 がり 、 体調 を崩 さ

午後 1：30～3：00

１１

月と冬に近づき、インフルエンザなども

毎週月曜日

三浦

編集後記

林

れる方も出てくる季節となりました。 月、

松野

出 てき ます 。手洗 い、 うが い、 よく 食べよ

林

く 寝て 、体 調管理 をし っか りと 行い ましょ

8：45～12：00

この経験を仕事や野球に生かし、更に上

う。

午前

もの忘れ外来

た。

な経験となりました。同時に何が足りない
＊＊＊＊＊

精神科外来
受付時間

で初勝利した記念すべき大会となりまし
≪監督から一言≫

皆様のご来場をお待ちしております。

＊＊＊＊＊

南北海道大会準優勝チーム相手に善戦し
石井病院チームがＡクラスの全道大会

★バザー

★よさこい（三石なるこ会・デイケア）

★作品展示・販売

初戦を勝利し、2 回戦。今年の天皇賜杯
ましたが惜しくも敗れました。

(雨天時＝病院内及び体育館)
主な内容：

会に出場いたしました。

