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石井病院

院内報

こ だ ま
撮影：伊熊 広幸 場所：広尾町天馬街道
表紙を飾る写真を募集しています！！
当面は院内職員からの募集とします。
なお、応募された写真は返却いたしませんの
でご了承ください。
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健康診断について
脂肪肝と食事の関係
PSW の役割
病院でもレクリエーション
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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ＰＳＷの役割

精神保健福祉士（ＰＳＷ：精神科
ソーシャルワーカー）とは、精神障
がいをお持ちの方が社会復帰・参加
するための支援や、生活上の悩み事
などを共に考えながら、その人らし
い生活を送ることができるように
応援する専門資格です。

この役割を果たすための支援方

法は所属する機関によって様々で

すが、医療と地域生活・他機関の橋

渡し、ご本人の権利を守る視点を持

つことは共通しています。当院では

医療相談室とデイケアにＰＳＷが

配 置さ れて おり、 医療 相談 室で は、

医療費を始めとする制度や社会資
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がら安心して地域生活を続けられ
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こんなこと聞いていいのかな？

という悩みでも、是非一度、気軽に

お声をかけてください。

石井病院 精神保健福祉士

今年で１１回目となる石井病院祭が９月３０日に行われます。
患者様や職員が協力し、みんなで楽しめる病院祭になるよう、現在準備を進めております。

今年の病院祭スローガン ： 「やさしさいっぱい笑顔いっぱい石井病院祭」
今年もたくさんのご来場をお待ちしております。
日

時：

平成２４年９月３０日(日)

場

所：

石井病院駐車場・１階ロビー(雨天時＝病院内及び体育館)

主な内容：

１０：００～１３：３０

★オープニングセレモニー
★縁日

★イベント

★バザー

★作品展示・販売

★健康チェックコーナー
★お楽しみ抽選会
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もの忘れ外来

毎週月曜日

午後 1：30～3：00

石井
隆司

予約制です

内科外来
午後 1：30～3：00

金曜日

石井
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水

皆 さん オ リ ン ピ ック で の 睡 眠 不足 は 良 く な りま し た か ？ 今回

火

のオリンピックでは日本のメダルラッシュで毎日“熱い夜 ”を

月

過ごされていたと思います。

受付時間

さて、そんな中日本では、季節も夏から秋に移ってきます。
「食

精神科外来

欲の秋」「読書の秋」「スポーツの秋」と言いますが、食べ過ぎ

＊＊＊＊＊

や 飲み す ぎ 、ケ ガ に は 十分 注 意し な が ら秋 と い う 季節 を 楽し み

外来担当医表

ましょう。秋カゼにも気をつけてくださいね！
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