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東日本大震災により、被災されたみなさまへ
謹んでお見舞い申し上げます。

① 職員の「コミュニケーショントレーニ
ング研修」を終えて
② 心電図ってナニ？
③ Ｃａｒｅ～ケア～「服薬自己管理」
④ 訪問介護サービスとは？
⑤ 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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石井病院ホームページ
現在加入している国民健康保険の有効期限が平成 23 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。

上のＱＲコードを読み取って

また、70～74 歳の方で高齢者受給者症をお持ちの場合、負担割
合の期限が平成 23 年 3 月 31 日となっている場合、更新する必
要があります。
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

携帯電話から簡単アクセス！

みなさん当院のホームページを
ご覧になったことはありますか？

ださい。

「こだま」も毎回
掲載しております。
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林

札医
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石井
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休診

もの忘れ外来

毎週月曜日

医療法人社団 静和会 石井病院 編集委員会
〒056-0022

日高郡新ひだか町静内高砂町 3 丁目３－１

賢司

TEL(0146)42－3031

FAX(0146)43－3389

ホームページ：http://www.ishii-hp.jp/

編集委員長 山田 省
医療法人
静 和 会

石井病院

編集後記

平成 23 年 3 月 15 日発刊

来月から新年度です。年度が替わり

幸司

新たな生活が始まる方も、大きな変化
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