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撮影：（西田賢司）／ 場所：礼文島から見た利尻富士
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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地域生活移行支援システム
支援の実際について
精神科作業療法
Care～手荒れ
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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現在加入している国民健康保険の有効期限が平成 22 年 4 月 30 日まで
となっている方が多くいらっしゃると思います。
更新手続きはお早めにお済ませください。
医療機関へ受診する際には、更新した保険証を必ず提出してください。

コミニティハウスしずない（理事長 石井隆司）の増改築工事が終了し、平成 22 年 1 月 26 日に新装オープン
いたしました。コミニティハウスしずないは、精神障がい者の共同作業所として平成 7 年 4 月に新設し、平成
18 年 10 月には NPO 法人として認可されました。さらに平成 21 年 4 月に障害者自立支援法の就労継続支援 B
型の基準を取得し、石井病院と共に地域の精神障がい者の自立に向けたお手伝いをしております。
主な作業内容：野菜生産・販売、メール便配達、皮製品の製作・販売、オムツ販売・配送など。
所長：大高敏久
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***** 外来担当医師 *****
※平成 22 年 4 月より
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増築開所式の様子

もの忘れ外来
予約制です。

毎週月曜日
午後 1：30～3：00
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ご予約は当院の地域医療連携室にて
承ります。

℡ 0146（42）3031

内科外来
第２・４
午後 1：30～3：00

しております。是非！アクセスしてみてください。
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編集後記
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三月に入って少し暖

医療法人
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かくなってはきました

編集委員長 蜂谷 了子

が、気温の変動が激しい

ホームページ：http://www.ishii-hp.jp/

時期でもあります。イン

FAX(0146)43－3389

フルエンザが下火には

TEL(0146)42－3031

村田 薫

日高郡新ひだか町静内高砂町 3 丁目３－１

なっているようですが、

〒056-0022

体調には十分気をつけ

医療法人社団 静和会 石井病院 編集委員会

て下さい。
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