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＜元町町会＞
◆毎週（水）10時～介護予防運動指導員が健康教室を実施。その他、ふれあい会、文化祭、敬老会、新年交流会の参

加、南部坂花壇花植えや港まつり、餅つき会のお手伝いなどもさせていただいております。

地域貢献活動のご紹介
✾地域住民に愛される、信頼される病院をモットーに✾

当院では、地域住民の皆さんとの交流を深めることを目的として、近隣町会での行

事参加や出前講座を実施し地域に貢献する活動に取り組んでおります。

健康教室
ふれあい会

ロコモ体操

＜谷地頭町会＞
◆平成30年6月より毎月第2（金）14時～谷地頭町会で出前講座を開催。その他豆まき会、夏祭り、敬老会では演芸

を披露しました。

出前講座 敬老会

＜湯の川3丁目町会＞
◆令和1年4月に開設しました、湯の川クリニックの近隣町会で2ケ月に1回手芸教室を開催しています。

手芸教室

町会での出前講座や行事ボランティア等、ご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせください！

担当：介護療養病棟 成田
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地域リハビリテーション事業の取り組みについて

＜目的＞
地域の皆様に講話や体操などを通して、フレイル、サルコペニア、認知症などを理解してもらい

予防の大切さを伝えたいと思っています。また、自助、互助につなげることができる内容にした

いと思っております。

＜特徴＞
当院スタッフが町会や自主サークルなどに伺います。ご希望の内容によって担当する職種をご相

談いたします。派遣可能な職種は、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、

歯科衛生士などです。

作業療法士が、健康な体を維持し

長く今の生活を続けるために必要

なお話をしたり、一緒に体を動か

している様子です。

主に、フレイル（虚弱）や認知症

について理解を深めていただきま

した。

歯科衛生士が、お口のケア、体操

を行った様子です。歯の模型を

使って歯磨きの仕方や体操につい

て実際に体験していただきました。

講話内容は、写真で紹介した内容の他にも、糖尿病について／感染症について／生活習慣

病と栄養について／食品の上手な選び方／腰痛予防／転倒予防／認知症予防／高齢者の自

動車運転／生活の質を維持するための工夫／口の体操／口のケア／聞こえについて／医

療・介護保険のイロハなどとなっておりますが、ご相談いただければ他の内容でも対応可

能です。

お気軽にご相談ください！

担当：地域包括ケア推進室 野田
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ＡＣＰは、患者様が「今をどう生きたいのか」を考えるためのものです。今を充実したものにするために

どう備えていくかを考えていただくように心がけています。患者様にとって、ご家族には言いづらいこと

もあります。私たち医療従事者には、家族ではないからこそ言いやすいこともあると意識しています。

将来の医療及びケアについて、これからの生き方を考えませんか？

担当：看護部 二ッ森

アドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）の取り組みについて

皆さんはアドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）についてご存じですか？ 「人生の最終段階

における医療・ケアについて、本人が家族等や医療・ケアチー ムと事前に繰り返し話し合うプロ

セスのことです。平成30年11月 30日、厚生労働省が愛称を「人生会議」と決定しました。

当院では、『ＡＣＰカンファレンス』と名付け、地域包括ケア病棟中心に平成30年4月より取り

組んでおります。

こちらが当院で作成したポ

スターと案内文書のＡＣＰ

の手引きです。入院時に看

護師がこのＡＣＰの手引き

に沿って説明します。要望

のある方には「私のこれか

らの生き方」にチェックし

ていただきます。

看護師がＡＣＰカンファレ

ンスの開催を調整し、カン

ファレンス実施後はカン

ファレンス用紙を作成して、

ご本人やご家族へお渡して

おります。



●　令和元年12月発行予定でしたが、編集の都合により
　　 遅れました事をお詫び申し上げます。
●　次回の広報誌『日和坂』は令和2年3月発行予定です。

●　『日和坂』につきましてご不明な点などございましたら
　　 お気軽にお問合せ下さい。

◆編集責任者　：  〒040-0054  函館市元町32番18号　TEL 0138-23-7221　

患者サービス向上委員会　　　　
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編集部からのお知ら

高橋病院の基本理念

地域住民に愛される、信頼される病院

高橋病院の方針

一、生活を支えるリハビリテーション医療を提供します。

一、チームワークのとれた魅力ある職場をつくります。

一、思いやりとおもてなしの心をもったサービスを提供します。

一、地域に根ざした連携文化を育みます。

1 適切な医療とケアを受ける権利

2 人格を尊重される権利

3 プライバシーを尊重される権利

4 医療上の情報、説明を受ける権利

5 自己決定の権利

6 セカンドオピニオンを求める権利

患者様の権利

編集部からのお知らせ

送迎時間 月曜日～土曜日（朝8時～昼13時）

※日・祝はお休み致します

送迎範囲 西部地区

利用対象 【外来を受診される方】

※付き添いについてはご相談ください

※外来リハビリを受けられる患者様も対象

【ご自身でバスの乗降が可能な患者様】

利用方法 □お迎えをご希望の方は事前予約制となります

※1階受付⑧に申込書を用意しております

※予約は前日の15時までにご連絡ください

□お帰りの際は定時に病院を出発するバスをご利用ください

※10時～13時までの30分毎に帰りのバスが出発いたします

※1階受付前ロビーに運転手がおりますのでお気軽にお声をおかけください

その他 ・病院⇔ご自宅までの送迎となります

※場所により、ご相談させていただく場合がございます。

・天候や道路状況等により、多少時間が前後することがございます

・送迎範囲は西部地区のみとなります

自宅と病院を繋ぐ無料送迎バス（デマンドバス）を是非ご利用してみてはいかがでしょうか？

※希望される方は、事務デマンド担当までお問い合わせください！

お見舞い用無料送迎バス

外来用無料送迎バス

【送迎時間】 月曜～土曜 （9時～１6時）

※ 日・祝はお休み致します

【利用対象】 ３階・４階(医療保険病棟） に入院の

患者さま家族

予約制となります

※前日１５時までにご連絡ください

※予約状況によりご希望に添えない場合があります

【予約方法】 １階受付へお越しください。

または、お近くの職員へお声かけください。

お電話でも可能です （０１３８-２３-７２２１）

【そ の 他】

○原則として患者さま１名につきご家族１名で、１日１往復の

ご利用とさせていただきます。

○病院⇔ご自宅までの送迎となります。

○天候・道路状況等により、多少時間が前後することが

ございますので、あらかじめご了承ください。

○その他、送迎範囲等に関するご相談もお受けいたします。

土曜

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前のみ

  内科
（１）

熊坂 高橋 熊坂 阿部

  内科
（２）

阿部 吉田 吉田 齋藤 阿部 熊坂 手塚 筒井 吉田

  内科
（３）

筒井 若林 志田 筒井 筒井 齋藤 志田 志田 若林

整形外科
リハビリ
テーショ
ン科

中央病院　派

遣医
（整形のみ）

齊鹿 齊鹿 齊鹿 齊鹿

★診療科目
内科、循環器内科、消化器内科、内視鏡内科、糖尿病・代謝内科、整形外科、呼吸器内科、
リハビリテーション科、呼吸器リハビリテーション科
※整形外科・リハビリテーション科→火・水・木曜午後の外来受診についてはご相談下さい。

★診療受付時間
・午前／ 8：45～11：30（月曜の整形外科のみ9：00～11：00）
・午後／ 1：30～4：30
※外来受診は予約制となっております。 予約時連絡先：0138-23-7221

金曜木曜水曜火曜月曜

（第１週）
吉田

（第２週）
熊坂

（第３週）
若林

（第４週）
齋藤

（第５週）
小田

（第１週）
熊坂

（第２週）
筒井
齋藤

（第３週）
志田

（第４週）
筒井
齋藤

（第５週）
吉田

cc 外来診療体制

新型コロナウィルスについて

○ 以下のいずれかに該当する方は、帰国者・接触者相談センターに御相談ください。
・ 風邪の症状や３７．５度以上の発熱が４日以上続く方

（解熱剤を飲み続けなければならない方も同様です。 ）

・ 強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある方

○ なお、以下のような方は重症化しやすいため、この状態が２日程度続く場 合には、帰国者・

接触者相談センターに御相談ください。
・ 高齢者

・ 糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD 等）の基礎疾患がある方や透析を受けている方

・ 免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方

土曜

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前のみ

  内科
（１）

熊坂 高橋 熊坂 阿部

  内科
（２）

阿部 吉田 吉田 齋藤 阿部 熊坂 手塚 筒井 吉田

  内科
（３）

筒井 若林 志田 筒井 筒井 齋藤 志田 志田 若林

整形外科
リハビリ
テーショ
ン科

中央病院

派遣医
（整形のみ）

齊鹿 応相談 齊鹿 応相談 齊鹿 応相談 齊鹿

金曜木曜水曜火曜月曜

（第１週）
吉田

（第２週）
熊坂

（第３週）
若林

（第４週）
齋藤

（第５週）
小田

（第１週）
熊坂

（第２週）
筒井
齋藤

（第３週）
志田

（第４週）
筒井
齋藤

（第５週）
吉田


