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一般病棟紹介
一般病棟は、病床数 60 床（急性期一般病床 36 床、地域包括ケア病床 24 床）で、内科・外科・整形外科・
泌尿器科の治療をおこなう混合病棟です。入院中は急性期（症状が急激に現れ、患者さまの負担も大きい時期）
治療を中心に、リハビリ、維持透析なども行うことがあります。病棟内の雰囲気は落ち着いており、何事も前
向きに取り組んでいこうとするスタッフが多いのが自慢です。
化学療法治療、胃がん、大腸がんの外科の手術を目的に入院される患者さまには、術後
1 日目より患者さまの状態に合わせながら段階を踏み、早期離床へと合併症予防に努め
ています。研修、勉強会などを定期的に行い、看護の質の向上に努力しております。
今回は、地域包括ケア病床がどのようなものか、簡単にご説明いたします。

地域包括ケア病床…

急性期一般病棟のフロア内にある、地域包括ケア病床とは、下に書かれて
いる通り、大きく分けて 2 種類の患者さまがご入院されます。
① 急性期治療を終了し、すぐに在宅や施設へ移行するには、不安のある
患者さま
② 在宅・施設療養中から緊急入院した患者さま
在宅復帰に向けて診療、看護、リハビリなどを行ってご自宅や施設などに
退院されることを目的とした病床です。

薬草の活用法をご案内するブースを
病棟内に常設しています

わたしたちもお手伝いしています♪ℭ

退院先を決めるお手伝いを…

口腔チェックを行っています♪

後は速やかに退院し、自宅で療養し

トを実施しております。口腔ケアを実施する

厚生労働省では、治療が終わった

てもらう「在宅医療」を推し進めて
います。国の調査結果により明らか
になっていることとして、
「住み慣
れた地域で最期まで過ごしたい」と
いう患者さまの思いがあるからです。 退院支援看護師
その思いを実現することが、いま

医療機関に求められているのです。当院では、それを

歯科医師、歯科衛生士による口腔アセスメン
ことで咀嚼（そしゃく）や嚥下（えんげ:飲み
込むこと）の機能が向上し、誤嚥性肺炎の予
防につながります。また、訪問歯科診療によ
り義歯の不具合が改善し、十分な栄養摂取に
つながり、結果として入院期間の短縮や合併
症の軽減につながります。

実践するのに重要な役割を「退院支援看護師」が担っ
ています。
退院支援看護師は、患者さまの思いを大切にしなが
ら、患者さまやその家族の意向を重視し、その思いに
寄り添い退院支援・調整を行っていきます。

歯科衛生士

在宅療養を支援します♪
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皆さんは「けんしん」と聞いて何を思われるでしょうか？
働いている方の中には症状もないのに毎年受診するなんて面倒くさい、義務だから仕方がないと思われ
る方も多いと思います。元気で健康に過ごすには自分の健康状態を知ることが重要で、それを知るため
には「けんしん」が必要となってきます。
「定期的に通院しているから大丈夫」と言われる方も多いですが、必ずしも全身の状態を診てもらって
いるとは限りません。血圧の薬はもらっているけれど、肺や胃など他の臓器、機能までは診てもらって
いない方も多いとおもいます。
「けんしん」には健診・検診・人間ドックといろいろありますが、何を受
ければよいでしょうか。それぞれの違いは何でしょうか？

外来診療とは別のフロアにて、
ゆったりと、くつろいだ雰囲気のなかでご受診いただけます

～ 「けんしん」の種類 ～
健診…

より全体を知るためには人間ドックがお勧めですが、


健康かどうか、病気の危険因子があるか否かを診察、

何をお知りになりたいかで健診、検診を選んでいただ

各検査で確かめること。いわゆる健康診断、特定健診
      

いて構いません。

など

ただ、検査結果で異常を指摘されても自覚症状がない

検診…

ために、受けたことで満足されてしまう方も多いのが




特定の病気にかかっているか否か調べること

現状です。結果で指摘されたことを実践して初めて健
康が保たれます。当院でも健診、検診、人間ドックを

人間ドック･･･


身体各部位の検査を受けて異常や健康度などをチェッ

行っております。健康維持のために是非ご利用くださ

クすること。簡単にいうと、健診と検診を組み合わせ
          
充実させたもの

い。

 

お問合せ・ご予約は… 健診担当まで

人間ドック健診専門医 吉岡輝史



地域医療連携とは
ひとつの病院やクリニック、介護サービス事業者等では行うことができない専門的な診療やサービスを、
地域全体でお互いに連携し合いながら効果的に、それぞれの機能（得意分野）を分担することをいいます。
「患者さま紹介窓口」は、地域医療連携課スタッ
フが行っています。

＜患者さま紹介窓口でご相談いただける主な内容＞

病院の機能や特徴を、地域の方に知っていただ

転院・入院診療の相談/外来受診の相談

く、広報活動も地域医療連携課の大切な仕事の一

人工透析治療の相談・ご依頼

つです。今回は、志木市の前立腺がん検診につい

リハビリテーションのご依頼

て、当院の医師が地域の方へお話する講座があり

検査紹介のご依頼/退院支援・調整

ますので、ご案内いたします。

平成 30 年度健康寿命のばしマッスル 市民公開講座

前立腺がん検診について
～志木市のがん検診の現状をふまえて～
講師 ： TMG 宗岡中央病院 吉越 富久夫 医師
平成 30 年 12 月 1 日（土）14 時～16 時
志木市総合福祉センター（志木市上宗岡 1-5-1）
●講師紹介

吉越 富久夫 医師

～Profile～

◇医療法人社団武蔵野会 TMG 宗岡中央病院
泌尿器科部長 人工透析センター管理医師
◇資格
日本泌尿器科学会泌尿器科専門医
自立支援医療機関更生医療指定医（腎機能障害）
身体障害者福祉法（腎臓機能に関する区分）指定医

参加無料
主催 志木市
協力 医療法人社団武蔵野会 TMG 宗岡中央病院

お申込み：志木市役所健康政策課
お電話 または 窓口にて直接申込
☎：048-473-1111（内線 2472）



現在、『乳がん』は日本人女性の約  人に  人がなると言われていますが、乳がんは早期に発見し治療を行な




えば、決して治らない病気ではありません。そこで、乳がん検診を受けるということは、とても大切なこととなり
ます。



当院では、乳がん検診を受けた方に、

 乳腺タイプ（乳腺濃度）とあなたに適した検査を記載した用紙をお渡ししております。

）
（乳腺タイプは病気ではないので、過度な心配をする必要はありません。


乳房は脂肪と乳腺からなり、乳腺量により 4 つのタイプ








乳腺タイプのレポート



に分類されます。

下図より、乳腺量が多い乳房を、高濃度乳房（デンスブ



レスト）と呼びます。



高濃度乳房では、★マーク（疑似腫瘤）が見えにくいの

           

がわかると思います。
このように高濃度乳房ではマンモグラフィだけだと、乳

がんを見つけにくい傾向にあります。
高濃度乳房の方は、自身の乳腺タイプを理解し、適した検
査を受けることが大切です。              






                                








多

少

見つけやすい

病気の見つけやすさ

高濃度乳房の方は、



比較的
見つけにくい

超音波検査（エコー検査）との併用を





勧めいたします

季節のレシピ紹介



お家でも、素敵なクリス
マスディナーとして
＜ミートローフ＞はいか
がですか？
とっても簡単！当院でも
提供したことのある、見
た目も鮮やかなメニュー
をご紹介します♪

＜ミートローフ＞
材料(2 人分)



 ・合いびき肉･･･････････200g
・玉ねぎ･･･････････････1/2
個


・ミックスベジタブル･･･大さじ 3 杯

  

 ・ベビーリーフ･･････････適量
 ・ミニトマト････････････適量


★パン粉･･･････････････1/2 カップ
★牛乳･･････････････････大さじ 3 杯
★溶き卵････････････････1/2 個
★塩････････････････････小さじ 1/3 杯
★トマトケチャップ･･････大さじ 2 と 2/3 杯
★こしょう･･････････････少々

作り方
①玉ねぎはみじん切りにし、ひき肉、ミックスベジタブル、★部分の材料を入れて
手で練り混ぜる
②小さめのパウンド型に薄くサラダ油(分量外)を塗り、①を平らにならして詰め、
180 度に熱したオーブンで 20～30 分焼く
③あら熱がとれたら型から取り出して切り分ける

【病院概要】
病床数：100 床・人工透析ベッド 13 床
［一般急性期 60 床（地域包括ケア病床含む）、回復期リハビリテーション病床 40 床］




人間ドック・各種健康診断実施医療機関・２次救急指定医療機関

【診療科目】

  




内科・外科・整形外科・泌尿器科・小児科・リハビリテーション科

【外来受付時間】
午前 受付開始（月～土） 8：30～12：00（診察開始

9：00）

午後 受付開始（月～金）13：00～16：30（診察開始 14：00）
  
   

 ※受付時間は、曜日・診療科により異なります。
詳細は、総合受付で配布している外来診療担当医師表、または、ホームページをご覧下さい。




医療法人社団 武蔵野会

TMG 宗岡中央病院

〒353-0001
埼玉県志木市上宗岡 5-14-50
TEL 048-472-9211
FAX 048-476-2610
                    
検索
                     TMG 宗岡中央病院





