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高橋病院のFacebookでは、各部署や事業所の案内

動画を配信しております。その他、各種行事の報告

なども配信しておりますのでぜひご覧になって下さ

い。

高橋病院 Facebook のご紹介

高橋病院のFacebookのQRコードになります。

高橋病院のホームページ

からもアクセスできます

ぜひ一度ご覧ください。

各部署紹介ページになります。

高橋病院 Facebook のご紹介
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高橋病院のFacebookのQRコードになります。

高橋病院のホームページ

からもアクセスできます

ぜひ一度ご覧ください。

各部署紹介ページになります。

社会医療法人高橋病院グループの紹介をさせて頂きます。

基本的には今までお世話になっている担当の医師の診察を受けること
（通院）ができます。緊急を要する場合には状況に合わせて適切な医療
機関と連絡をとり対応します。

医療機関との連携

※利用に関する相談、問い合わせには随時対応しております。
又、見学も可能ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。

常にご本人の心に寄り添い、生き生きと笑顔ある生活が
送れるよう支援いたします。

なじみある生活空間を作り、ご本人の力が可能な限り
発揮できるよう支援いたします。

地域とのふれあいを通じ、自由で豊かな心と生活が保
てるよう支援いたします。

家族の方が安心と満足を得られ、ご本人との楽しい時
間を過ごせるよう支援いたします。

少人数の家庭的な雰囲気の中で、利用者と職員が日常における様々な
ことを協同で行います。可能な限りご自分の力を発揮できるようお手伝
いさせて頂くことを基本としています。そのことにより認知症状の進行
を穏やかにし、家庭介護の負担軽減につなげる役割を担っています。

地域に根ざしたなじみある環境
のなか、穏やかで安らぎのある
暮らしを提供します。

１．要支援２、以上の介護認定を
受けている認知症高齢者の方

２．少人数による共同生活を送れ

る方
３．自傷他害の恐れがない方
４．常時医療機関において治療を

する必要がない方

経 営 主 体

入 居 人 員

社会医療法人 高橋病院

１８名（１ユニット９名ｘ２ユニット）

洗面台・食堂兼居間・台所・浴室
トイレ・暖房機・洗濯機・乾燥機

エレベーター

居 室 １８部屋すべて個室（２階・３階）

併 設 施 設

共 用 設 備

小規模多機能ホーム（1Ｆ）
居宅介護支援事業所（1Ｆ）
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３．自傷他害の恐れがない方
４．常時医療機関において治療をする必要がない方

少人数の家庭的な雰囲気の中で、利用者と職員が日常における様々な
ことを協同で行います。可能な限りご自分の力を発揮できるようお手伝
いさせて頂くことを基本としています。そのことにより認知症状の進行
を穏やかにし、家庭介護の負担軽減につなげる役割を担っています。
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員配置加算

要支援１・２、要介護１以上の
介護認定を受けている方

常にご本人の心に寄り添い、生き生きと笑顔ある生活が
送れるよう支援いたします。

なじみある生活空間を作り、ご本人の力が可能な限り
発揮できるよう支援いたします。

地域とのふれあいを通じ、自由で豊かな心と生活が保
てるよう支援いたします。

家族の方が安心と満足を得られ、ご本人との楽しい時
間を過ごせるよう支援いたします。

地域に根ざしたなじみある環境
のなか、穏やかで安らぎのある
暮らしを提供します。

ホール 居室

浴室

経 営 主 体

登 録 人 数

併 設 施 設

     提供時間

利用に関する相談、問い合わせには随時

対応しております。又、見学及び体験利

用も可能ですのでお気軽にお問い合わせ

下さい。

住み慣れた自宅で暮らし続けることが出来るよう、その地域で２４

時間体制の拠点を作り、高齢者の生活支援を目的としたサービスです。

「通い」「訪問」「泊まり」など、ご利用者やご家族の状態、状況に

応じて必要とされるサービスをご提供します。



●　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、今と未来の暮らしを支える医療を提供します。

一、知識・技術の研鑽に努め、質の高いリハビリテーションケアを

提供します。

一、思いやりとおもてなしの心を持ったサービスを提供します。

一、地域医療に貢献します。

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

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。

c外来診療体制（令和3年5月1日～）

土

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前

熊坂 高橋 熊坂 熊坂 大澤

阿部 吉田 齋藤 阿部 大澤 筒井 吉田

筒井 若林 志田 筒井 筒井 野坂 齋藤 志田 志田 若林

内科
②

内科
③

整形
リハ

中央病院
整形

齊鹿
（整形・リハ）

応相談
齊鹿

（整形・リハ）
応相談

齊鹿
（整形・リハ）

応相談
齊鹿

（整形・リハ）

月 火 水 木 金

内科
①

吉田
（呼吸リハ）

第１週　熊坂

第2週　筒井
　　　　　若林

第3週　大澤

第4週　筒井
　　　　　斎藤

第5週　吉田
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※10時～13時までの30分毎に帰りのバスが出発いたします
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【お問い合わせ】

高橋病院 事務 デマンドバス担当 まで

無料送迎 デマンドバスについて


