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撮影：（西田賢司）／ 場所：新ひだか町
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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ジェネリック医薬品について
健康診断の結果を踏まえて
介護 SOS
検査～胸部写真の撮影について
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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（体位を整える）、４層目をチップウレタン（底

春は健康診断が行われる時期で
どの場合、お酒を飲む人はそれを控

が見えてきます。ダラダラと無意識

レタン(衝撃を吸収)、３層目を高弾性ウレタン

放射線技師

村田 薫

どおりの呼吸で問題ありません。

の？と思われるでしょうが、ふだん

ではどのくらい息を吸えばいい

「息を吸って、止める」なのです。

この適度な状態の肺にするために

かりやすくなります。
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が、原因から考えた場合、食事や運

こんな時どうする？

動を含めての生活改善をしないこ

山田 省
介護主任
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回 復・改善 は望め ませ

介護ＳＯＳ

現在お持ちの保険証等を今一度ご確認ください
健康保険証等の更新時期が近づいております。
下記の健康保険証及び医療受給者証をお持ちの方は、有効期限を確
認し、市町村窓口で更新手続きを行ってください。

院内保育所の作品掲示
現在、石井病院内保育所に入所している
子供たちの様子を 1 階の理学療法室前の
廊下に作品展示しております。
子供たちの成長が楽しみですね！

種類によっては案内が来ないものもありますのでご注意を！

≪有効期限が 7 月 31 日までとなっている保険及び受給者証≫
対象者

種

類

管内で該当する町

後期高齢者限度額適用・

・新ひだか町

後期高齢者医療受給者
標準負担額減額認定証

・新冠町

70 歳以上 75 歳未満

高齢者医療受給者証

・日高町

一般（70 歳未満）及び

限度額適用・

・浦河町

標準負担額減額認定証

・平取町

受給を受けている全ての方

重度心身障害者医療受給者証

・様似町

受給を受けている全ての方

ひとり親家庭医療受給者証

70 歳以上 75 歳未満

その他、現在お持ちの受給者証がありましたら有効期限をご確認ください。

＊＊＊＊＊

外来担当医表

＊＊＊＊＊

精神科外来
受付時間

月

火

水

木

金

土

林

石井

札医

休診

午後

13：30～15：00

林

札医

松野

石井

松野

休診

石井
隆司

予約制です

午後 1：30～3：00
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春も過ぎ、そろそろ夏に入ります。

午後 1：30～3：00

屋外でのスポーツの季節がやって

毎週月曜日

読者 の皆 様もケ ガに 十分 注意 され てこれ

もの忘れ外来

みにきてね！
編集後記

松野

きました。身体を動かし冬眠していた

林

身体にムチを入れたいと思っております。

8：45～12：00

からの夏を満喫して下さい。

午前

