
私たちは、医療の質の向上をめざし常に努力します
私たちは、患者さんの人格、意志を尊重します
私たちは、地域の要望に対応した医療・保健・福祉サービスの充実を図ります
私たちは、互いに信頼し、感謝する心で働きます
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看護外来のご紹介

医療・地域・保健で 30年　これからも皆様と共に歩みます

社会福祉法人　済生会横浜市南部病院恩賜
財団

「富良野の秋」木下久子
当院１階外科外来に設置
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私たちが全力を上げて
対応いた します

南部病院産婦人科と地域医療連携医の現状と役割
南部病院産婦人科は今

南部病院産婦人科部長　仲沢　経夫

　当院は、港南区や横浜市南部医療圏の産婦人科拠点病院として、周産期救急※ 2

はもちろんのこと、婦人科救急についても受け入れています。
　分娩数は、年間 800 例以上、手術件数も 500 件以上になります。分娩につ
いては、赤ちゃんにやさしい自然な分娩を心がけており、母児同室、夫立会い
分娩、助産師外来を実施しています。一方、手術では腹腔鏡手術、子宮鏡手術
を積極的にとりいれて、患者さんの負担軽減、術後早期の退院、入院期間の短
縮を目指しています。
　３年前に横浜市産科拠点準備病院の指定を受けて、体制づくりをおこなって
います。平成 25 年度から、産婦人科常勤医師が増員され 12 名の診療体制と
なりました。平成 25 度末までには、産科医師 2 人当直体制と助産師の夜勤
4 人体制を目指しています。産科拠点病院としての機能を果たすためには、 

NICU ※３の整備、小児科医、麻酔科医と協力しての体制づくりも大切です。
　今後も、地域拠点病院としての役割を果たせるように、港南区産婦人科医会
の先生とも協力して体制づくりをしたいと考えています。

産婦人科病棟看護師の看護の想い　

南部病院 3 東病棟課長　千石　千鶴

　私達が働く３東病棟は、産科と婦人科の混合病棟で、スタッフ全員が助産師です。
　産婦人科医師は今年度より 12 名増員され、常に医師と協働した環境の中で、
患者さんや妊産婦さんへの最良の医療と看護を提供するよう努力しています。
　毎日元気な赤ちゃんの産声に癒され、婦人科疾患患者さんに寄り添いながら、
患者さんからの学びを看護の基盤としています。助産師であることと同時に看護
師である私達は、女性のライフサイクル全てに関われることを誇りに思っていま
す。患者さんやご家族の立場となって考えられる最良の看護を提供することを念
頭に日夜、頑張っております。

※１ 横浜市が安定した出産機会の提供や周産期救急患者の受け入れ体制の充実を図るため、「産科拠点病院」を
方面別に 3 箇所整備するために、平成 24 年度は準備病院を指定し、産科医師の増員により輪番制による
産科医師の複数当直を実施します。

※２ 妊娠中期から出生後7日未満の期間を指します。この期間は合併症の発症や分娩時の急変など、母子ともに身体・
生命にかかわる事態が発生する可能性が高くなる期間であり、緊急時の医療体制の確保が特に必要です。

※３ 新生児特定集中治療室の略語で、NICU (Neonatal Intensive Care Unit) と呼ばれることが多い。病院にお
いて早産児や低出生体重児、または何らかの疾患のある新生児を集中的に管理・治療する部門のことを言う。

南部病院産婦人科と地域医療連携医の現 状と役割

　近年、分娩を取り扱う病院・診療所が減少傾向にある中で、当院

の分娩数は年々増加しています。平成24年度の分娩数は873件で、

5年前と比較して12.3％増えており、そのため設備の充実、スタッ

フの増員を図り、多数の分娩に対応できるよう努めています。

　当院は横浜市が「産科拠点病院※１」設置に向けた準備病院とし

て、平成 24年度に横浜労災病院、横浜市立市民病院とともに指定

を受けました。今回の特集は、南部病院産婦人科を利用していただ

く方のために、当院産婦人科と地域医療連携医（かかりつけ医）の

現状と役割についてご紹介します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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地域医療連携医の役割と南部病院の産
婦人科に望むことをお聞かせください。

　当院の産科では妊娠が確定してから連携病院（南部病

院）を紹介し、分娩予約をします。予約が済みましたら、

特に異常がない場合は妊娠 30 〜 31 週まで当院で妊娠

管理を行います。産科以外でも専門的な外来治療や検査、

入院治療が必要になりましたら、南部病院へ患者さんを

紹介しています。

　きめ細かい病診連携により、患者さんが南部病院で

検査や治療を受けた後、結果を連絡していただき、退院

後は再び地域の診療所で見守ることができるので、患者

さんにとって負担が軽く、とても良い制度だと思います。

　今後南部病院の

産婦人科に望むこ

とは、地域の拠点

病院として、夜間・

休日の救急のさら

なる充実を期待し

ています。これにより地域の皆さんが安心して暮らせる

医療環境が整うと思います。

南部病院と
『顔の見える関係』を
築いています

産婦人科　斎藤医院 院長　斎藤　清先生

　港南台駅から歩いて７分ほどの日野南二丁目の閑静

な住宅街に囲まれた中に、産婦人科『斎藤医院』はあ

ります。昭和 50 年に開院し、今年で 38 年を迎える南

部病院地域医療連携医である斎藤医院の斎藤清院長に

地域産婦人科の役割と南部病院の産婦人科とのかかわ

りなどについてお聞きしました。

開業当時の様子や
診療体制をお聞かせください。

開院当時、南部病院はまだなく、この頃は産科と婦人

科を一人でこなしていました。お産や手術で人手が足

りない時は、近隣の産婦人科医がお互いに協力し合っ

て対応していました。昭和 58 年に南部病院が開院し

てからは高度な手術などいろいろな症例に対応しても

らえるので非常に助かっています。特に平成 15 年か

ら地域医療支援システムが整備されたり、最近では南

部病院の産婦人科の先生と地域の開業医が勉強会を開

催したりして『顔の見える関係』を築くことができ、

南部病院との協力体制（病診連携）は充実してきました。

南部病院産婦人科と地域医療連携医の現 状と役割

私たち助産師が健やかなお産に寄り添います

助産師外来を受診した石川さん

『南部病院でお産を…』と考えている方へ
≪分娩予約の方法について≫

　ご本人またはご家族の方に来院していただき、分娩
予約の申し込みを行ってください。電話での分娩予約
は受け付けておりません。
　妊娠 5 週くらいから少
なくとも妊娠 10 週くら
いまでに一度来院してい
ただき、分娩予約をして
ください。遠方に住んで
いるためすぐに来院できない場合は、ご家族の方に来
院していただき、分娩予約をしてください。施設とス
タッフの数には限りがありますので、100 例／月の予
約数を越えないようにしております。
お問い合わせは南部病院
TEL：045-832-1111 ㈹　産婦人科外来にお問い
合わせください。
　また、合併症妊娠と産科救急については、この限り
ではありませんので随時対応させていただきます。

「母子が健やかであること」を第一に考えています

　当院は出来るだけ自然な分娩を目指しており、医学
的に不要な計画分娩や無痛分娩は行っておりません。
お母さんの生む力、赤ちゃんの生まれる力を信じ、そ
れでも急を要する時には、安全を第一に対応させて頂
きます。一人の女性が生涯に産む子供の数は1．39人（平
成 22 年）と言われ、分娩はとても貴重なものになって
います。女性の社会進出等から、高齢出産傾向も高く
なっており、現代の分娩はリスクが上がってきている
ことも事実です。
　そのため、私達は妊娠期から保健指導や、母親学級・
両親学級開催、助産師外来を設け、分娩までの不安を
出来るだけ解消していただけるよう取り組んでいます。
分娩後は、母乳育児を基本に、完全母児同室を行い、
退院後も母乳外来や電話訪問を通して、母乳育児のサ
ポートをしています。
　時代に合わせたケアや助産師外来の対応について、ス
タッフ一丸となってより良い看護の提供に向けて努力し
ています！

助産師外来で妊婦検診する助産師

助産師外来を利用された方にインタビューしました！	

助産師外来を利用したきっかけを教えてください
　3 回目の出産ですが、助産師外来を利用したのは今回が初めてです。1 人目の子の時は他の
病院で出産して、助産師外来はなかったように思います。2 人目の時は仕事が忙しくて利用で
きませんでした。今回 3 人目で 1 人目、2 人目の時にはなかったようなマイナートラブルが
あり、不安があったので助産師さんに相談しようと受診しました。

受診された感想はいかがですか
　助産師さんはみなさんとても話しやすいです。今後の心配事も入院してからもサポートし
ますと心強い言葉をいただけたのでよかったです。私も看護師なので不安なことについて自
分で原因を考えたりするのですが、今回心配していた動悸のことを助産師さんにお話したら、

すぐに先生を呼んでくれて採血や診察をしてもらえたので安心できました。

助産師外来は一般の外来とどう違うのですか
　一般の外来は医師が診察するのに対して、助産師外来は助産師が 25 週〜 27

週、32 週〜 34 週の方を対象にして、妊婦健診や超音波検査をしながら便秘や

腰痛などのマイナートラブルや体重管理、出産準備などについてお話をします。

一方的に指導をしていくのではなく、会話の中から困っていることを引き出し

て一緒に考えていくようにしています。

　その人がどのようにマタニティライフを過ごして、どうお産を迎えて、どう

いった産後にしていくのか、その人のやり方を見つけられるようにサポートし

ていければと思っています。

【助産師外来】助産師があなたの産前産後をサポートします

助産師　松永　舞

斎藤医院

助産師外来をご利用される方へ　詳しくは当院ホームページをご覧ください。http://www.nanbu.saiseikai.or.jp/

産婦人科　斎藤医院
〒 234-0055　横浜市港南区日野南 2-16-32
電　　話：045-831-6111
診療時間：9:00 〜 12:00、14:00 〜 18:00
　　　　　（土曜日は 17:00 まで）
診療科目：産科・婦人科、内科
休 診 日：木曜日、日曜日、祝日
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　看護外来は、さまざまな領域で専門的な知識や技術を学んだ専門看護師
や認定看護師による相談外来です。
　患者さんやそのご家族が病気と向き合い、病気を持ちながらどのように生
活していけばよいのかを一緒に考えていきます。
現在は、次のような 5つの外来があります。
　
　受診にはご予約が必要です。ご自分のかかっている診療科の外来窓口か、お電話にてご予
約をお願いいたします。

　皆様のご協力により、昨年 10月に外来と病棟において「患者満足度調査」を実施しました。
このたびその結果がまとまりましたのでご報告いたします。

看護外来ってなあに？ 平成24年度　患者さん満足度調査

がん看護外来

糖尿病看護外来

感染相談外来

スキンケア外来

糖尿病フットケア外来

がん看護専門看護師
嶋中　ますみ

糖尿病看護認定看護師
安倍川真紀子
菊地　友紀

糖尿病看護認定看護師
安倍川真紀子
菊地　友紀

感染管理認定看護師
髙橋　幸子

皮膚・排泄ケア認定看護師
楢崎　まどか

日　時 毎週月・火・金曜日
（第２火曜日・第 3金曜日は除く）

担　当 がん看護専門看護師
内　容 ・がん全般の相談

・日常生活で困っていること
・緩和ケアについて
・（ご家族の場合）ご本人との向き合い方

　　　　　　　　　　　　　　　など

日　時 毎月第２火曜日・第４水曜日
担　当 糖尿病看護認定看護師
内　容 ・日常生活で困っていること

・運動について
・インスリン注射について
・合併症について

　　　　　　　　　　　　　　　など

日　時 毎月第１・３水曜日
担　当 感染管理認定看護師
内　容 ・自宅で点滴をする場合の消毒や、薬液の取り

扱いについて
・膀胱留置カテーテルを入れた場合の注意点に
ついて

・感染症と言われた場合の注意点について
　　　　　　　　　　　　　　　など

日　時 毎週水・木曜日
担　当 皮膚・排泄ケア認定看護師
内　容 ・人工肛門、人工膀胱、胃ろう、床ずれなどの

ケアで困っていること
・化学療法中の皮膚トラブル
・失禁による皮膚のトラブル

など

日　時 毎週金曜日
担　当 糖尿病看護認定看護師
内　容 ・糖尿病の方の足のケア

・自宅での足のケア方法について

など

ご予約は各科外来窓口まで
< 問い合わせ先 >

看護相談室
ＴＥＬ　　045-832-1111（代）
受付時間　9:00 〜 17:00（平日）

※お電話の際には、「看護外来利用の件」とお伝えください。

●	外来・入院とも前年度にひきつづき接遇に関するものの満足度が高い結果となりました。
　●	不満度の高い項目は、外来の診察の待ち時間が 24.4％で前年度より 7.1 ポイント高くなりま
した。今年度は各科の実態調査を行い、改善に努めてまいります。

　●	トイレに関しては、調査後の 12月にウォシュレット、女子用トイレに便座クリーナーを設置
いたしました。

　皆様からいただいた貴重なご意見を真摯に受け止め、少しでも患者さんに満足いただけるよう、
改善してまいります。

済生会横浜市南部病院
患者満足度向上委員会

外来の患者さんに聞きました 入院患者さんに聞きました

満足度の高い項目 ベスト 5（大変満足、やや満足を合算） 満足度の高い項目 ベスト 5（大変満足、やや満足を合算）

不満度の高い項目 ワースト 5（不満、やや不満を合算） 不満度の高い項目 ワースト 5（不満、やや不満を合算）

ご意見・ご要望（フリーコメント）の内訳 ご意見・ご要望（フリーコメント）の内訳

総合評価 大変満足 45.7％ やや満足 41.2% 計 86.9％ 総合評価 大変満足 56.8％ やや満足 34.5％ 計 91.3％

１ 看護職員の言葉遣い・態度 92.8％
２ 医師の言葉遣い・態度 90.4％
３ 検査・放射線技師の言葉遣い・態度 88.8％
４ 医師の説明の分かりやすさ 88.3％
５ 会計の待ち時間 87.2％

実施日 平成 24年 10月 25日（木）
回収率 73.2％　（配布数 728枚　回収数 533枚）

実施日 平成 24年 10月１日～ 10月 31日
回収率 74.5％（配布数 752枚　回収数 560枚）

１ 医師の言葉遣い・態度 94.0％
２ 医師の説明の分かりやすさ 93.7％
３ 看護職員への質問・相談のしやすさ 93.0％
４ 医師への質問・相談のしやすさ 91.9％
５ 看護職員の言葉遣い・態度 91.5％

１ 食事の味・内容 17.0％
２ 食事の温度 9.5％
３ トイレの使いやすさ 6.5％
４ トイレの清潔さ 6.2％
５ 院内の温度 6.1％

１ 診察の待ち時間 24.4％
２ トイレの使いやすさ 11.3％
３ トイレの清潔さ 9.1％
４ 検査の待ち時間 5.0％
５ 院内の案内表示のわかりやすさ 4.8％

接遇・態度に関するもの
12%（16件）

施設・設備に関するもの
22%（28件）

延べ 127件
運営内容に関するもの
31%（39件）

感謝・お礼
34%（43件）

その他
1%（1件）

接遇・態度に関するもの
7%（21件）

施設・設備に関するもの
16%（45件）

延べ 286件

感謝・お礼
54%（155 件）

その他
5%（15件）

運営内容に関するもの
18%（50件）
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薬剤部

03

【風疹ってどんな病気？】
　風疹は 21 日間の潜伏期間（感染していても症状がでない期間）の後に、淡いピンク色の発疹と耳の後

ろから首にかけてリンパ節の腫れがみられます。決定的な治療法はなく、発熱、関節炎などに対して、熱

冷ましや痛み止めの薬を用いるといった対症療法で様子をみます。３日くらいで治るため子供の軽いウイ

ルス感染症と考えられがちですが、妊娠 20 週頃までの妊婦が風疹ウイルスに感染すると、生まれた子供

に先天性風疹症候群（先天性心臓病、難聴、白内障など）が現れる可能性があり注意が必要です。

写真1.  風疹による発疹（成人）。 国立国際医療研究　センター
忽那医師提供（厚生労働省ホームページより）

写真 2. 耳介後部リンパ節の腫脹が見られる（厚生労働省ホー
ムページより）

お 立ち 情報！！薬連載

【風疹の予防方法】
　ワクチンの接種が有用です。１歳児及び小学校入学前１年間の幼児は、多くの市区町村において無料で

受けられます。

　また、妊婦を守る観点から、特に、①妊婦の夫、子ども及びその他の同居家族など、妊婦の周りにいる方、

②10代後半から 40代の女性（特に妊娠希望者又は妊娠する可能性の高い方）、③ 産褥早期の女性のうち、

抗体価が十分であると確認できた方以外の方は任意での予防接種を受けることをご検討ください。

　妊婦は予防接種を受けることができません。そのため特に流行地域にお住いの場合は抗体を持たない又

は低い妊婦は可能な限り人混みを避け、不要不急の外出を控えるようにしてください。また、妊婦の周り

にいる方 (妊婦の夫、子ども、その他の同居家族等 )は、風疹を発症しないように予防に努めて下さい。

流行している風疹について
　　
　今年の全国の風疹報告数は過去 6 年間で最大の流行となりました。
現在は減少傾向にありますが、依然として注意が必要です。今回は風
疹とその予防方法についてご紹介します。

やく

薬剤師　金子　美玲

栄養部だより

ゼロカロリー（０kcal）の商品と
低エネルギーのおやつ

栄養部 03

管理栄養士　志波　郁子

１.	ゼロカロリー (０kcal) とは
　最近、“ゼロカロリー”、“カロリーオフ”等と表記された
食品や飲料が多く出回っています。どれも同じ意味のように
見えますが、含まれるカロリー量に明確な違いがあり、“ゼ
ロカロリー”が文字通りの 0kcal とは限りません。こうした
表示を「強調表示」と言いますが、その内容をよく理解して利
用する必要があります。
　強調表示のルールを定めているのは健康増進法の栄養表示
基準ですが、それを表１にまとめてみました。これによると、
食品 100g（飲料 100mL）当たりのエネルギーが５kcal 未
満であれば、“ゼロカロリー”や“0kcal”と表示してよいのです。
そうすると、例えば“ゼロカロリー”の清涼飲料を500mL飲
むと、最大で25kcal のエネルギーを摂取することになります。
　強調表示のある飲食料品については、実際の商品に表示され
ている栄養成分のデータもよく見て、正しく利用しましょう。

２.	ゼロカロリー（０kcal）の商品の利用
　その一口が我慢できない糖尿病や肥満のある患者さんに、
ゼロカロリー（０kcal）の商品を紹介することがあります
　普通のビールとゼリーを摂ると約250kcal になります。こ
れを“ゼロカロリー”に換えて 1ヶ月頑張ると、約１kg の
減量が可能になります。
　しかし、これで血糖コントロールや減量を試みないように
して下さい。あくまでも、我慢できない時の一助として利用
して下さい。何事も摂り過ぎは禁物です。これらの大量摂取
が逆に体重増加やインスリンの分泌低下になるという研究報
告もあります。
　栄養相談で紹介している商品の一例を表 2に示しました。
一部は当院売店でも販売しています。

３.	ゼロカロリー (０kcal) の甘味料を使用した低エネルギーのおやつの紹介
　当院糖尿病患者会の調理実習では、０kcalの甘味料を使用した低エネルギーのおやつの
作り方を紹介しています。今回は、中でも人気の高かった「苺とホワイトチョコレート
のケーキ」をご紹介します。
　詳しいレシピは当院ホームページ http://www.nanbu.saiseikai.or.jp/
「栄養部糖尿病患者会（ひまわり会）」に掲載しました。	是非お試し下さい。

表１　エネルギーと糖類の強調表示の基準
　 表示例 食品 100g（飲料 100mL）

当たりの強調表示の基準

含まない
旨の表示

ゼロカロリー
５kcal 未満

ノンカロリー／カロリーフリー

無糖／ノンシュガー 糖類 0.5g 未満

低い旨
の表示

カロリーオフ

40kcal(20kcal) 以下
ローカロリー

カロリーカット

カロリー控えめ

低糖（糖分控えめ）、微糖
糖類５g（2.5g) 以下

シュガーレス

表 2　ゼロカロリー（0kcal）の商品の一例
ゼロカロリー（0kcal）の商品例

甘味料

※砂糖の代わりに使用します

菓子類

〈フルーツゼリー〉〈水羊羹とわらびもち〉〈コーヒーゼリー〉

飲　料

　　　〈清涼飲料水〉　　　　　　〈アルコールテイスト飲料〉

ゼロカロリーの甘味料を使った
「苺とホワイトチョコレートのケーキ」

一切れの
エネルギー量
は 105kcal!

次回は「食べられない時に食べられるものを見つける」を予定しています。　

8 9



のご紹介
地域連携医療機関 
済生会横浜市南部病院では、患者さんの健康と安心を、地域医療機関の先生方と病院
の医師が、連携して見守っていきます。

副院長  永井  一毅 先生

磯子区 医療法人社団 永井医院

〒235-0045 横浜市磯子区洋光台１丁目７－25
電話：045-833-0720 

休診日：木曜・土曜日午後、日曜、祝日

休診日：土曜日午後、日曜、祝日

当院では、各内科疾患（循環器・呼吸器・消化器・内分泌・腎臓・神経疾患）
すべてにプライマリ・ケア医として対応可能です。さらに一般外来診
療のみでなく在宅医療の対応も可能です。今後も南部病院をはじめ地
域中核病院との病診連携を密接に行っていきます。

バス停
「洋光台 1丁目」
バス停
「洋光台 1丁目」

洋光台第一小学校洋光台第一小学校

JR根岸線JR根岸線
至新杉田至新杉田

至港南台

永井医院永井医院

洋光台
駅

洋光台
駅イトー

ヨーカドー
洋光台店

イトー
ヨーカドー
洋光台店

診療時間 月 火 水 木 金 土 日

  9：00～12：00 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ －

15：00～18：00 ◯ ◯ ◯ － ◯ － －

院　長  与那嶺  　宏 先生
理事長  与那嶺  美樹 先生

◆診療科目◆
内科、消化器内科、呼吸器内科、
循環器内科

南  区 医療法人 よなみね内科クリニック

〒232-0015 横浜市南区共進町１丁目 34
電話：045-720-6008 

地域の皆さまの頼れる「健康創造パー
トナー」として、皆さまのお役に立ち
たいと考えております。皆さまの健康
に少しでも貢献できることが、医師の
冥利と思っております。
スタッフ一同いつでも笑顔を絶やさ
ずに皆さまのご来院をお待ちしてお
ります。ご不明な点は遠慮なくお問
い合わせ下さい。

診療時間 月 火 水 木 金 土 日

  9：30～13：00 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ －

15：00～18：00 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ － －

よなみね
内科クリニック
よなみね
内科クリニック

至関内至関内

至上大岡至上大岡

花之木花之木
至横浜公園至横浜公園至戸塚至戸塚 神奈川 3号狩場線神奈川 3号狩場線

蒔田商店街蒔田商店街

南区役所南区役所

蒔田中学校蒔田中学校

宮元町
一丁目
宮元町
一丁目

宮元町三丁目宮元町三丁目

GSGS

GSGS

市
営
地
下
鉄

１
号
線

市
営
地
下
鉄

１
号
線

鎌
倉
街
道

鎌
倉
街
道

大
岡
川

大
岡
川

蒔
田
駅

蒔
田
駅

整
骨
院

整
骨
院

蒔田公園蒔田公園

京浜
急行
本線

京浜
急行
本線

南太
田駅

南太
田駅

フジスーパーフジスーパー
南
太
田
小
学
校

南
太
田
小
学
校

横
浜
商
業

高
等
学
校

横
浜
商
業

高
等
学
校

『ブラック・ジャックセミナー』開催！
南部病院開院30周年記念

害時派遣医療チーム
「DMAT」立ち上げに向けて

　大地震や列車事故など、災害時に派遣され活躍する医療チーム
をご存じでしょうか？
　2011年の東日本大震災や、2005年の福知山線脱線事故でも注目
された災害時派遣医療チーム「DMAT」です。DMAT とは発災
から48時間以内の活動を行う専門的な医療チームで、当院でも
DMAT を立ち上げるために医師、看護師等５名が４日間の研修
を受講しました。
　阪神淡路大震災後に建設された兵庫県災害医療センターで開催

された研修では、災害医療
の基礎知識から体を動か
すシミュレーション訓練
まで休む間もなく行われ、日本全国から集まった DMAT の候補
者たちが汗を流しました。
　DMAT隊員は発災時の派遣以外にも地域の災害拠点病院で
ある南部病院の全職員が、「災害時に考え、動ける」ようになる
ための教育者としての役割も担っています。いざという時の
支えとなれるよう、今後も努力をしてまいります。

　尊い人の命を救う外科医師の仕事を体験することで「将来外科医師や医療に携わる仕事」に興味を抱いて
ほしいと企画したセミナーは今年で3回目。横浜市港南区内の中学生33名が参加しました。
　実際の手術と同じように看護師さんにオペ着を着させてもらい、外科医師の指導で、内視鏡トレーニング
体験、手術シュミレータ体験、超音波メス体験、手術縫合体験等を行いました。
　参加した学生は、「今回の体験は今後の進路を決めるときの参考になるのでとてもよかった」、「今まで

経験したことのない体験ができて、
とても楽しかったです。」などの感想
を話してくれました。

Topics
写真で見るイベント紹介

南部病院トピックス
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Information

今年の５月にリニューアルした「なんぶメール」もおかげさまで、第３号を発行することが
できました。
今回は周産期医療について地域の連携医と南部病院の役割を取材しました。地域連携医
の斎藤先生には日野南で開院 38 年の想いを語っていただきました。これからも地域の
連携医の先生方と南部病院が協力し、地域医療の充実を図っていかなければいけないこ
とを改めて実感しました。今月号と１月号は12ページで編集し、少しずつではありますが
地域医療連携医をご紹介してまいりますので、よろしくお願いします。

南部病院
お問い合わせTEL：045-832-1111 ㈹

【第128・129回　南部病院コンサート】
洋光台男声合唱団コンサート
日　　　時：11月２日（土）午後２時～
藤田さんのグループコンサート
日　　　時：12月７日（土）午後２時～
場　　　所：南部病院 1階　待合ホール
お問い合わせ：南部病院事務局　経営企画課広報担当

港南台地域ケアプラザ
お問い合わせTEL：045-834-3141

【在宅医療のあれこれ～我が家で心地よい医療を～】
テ ー マ：おしっこの話
日　　　時：10月 26日（土）午後２時～午後４時
場　　　所：港南台地域ケアプラザ多目的ホール
講　　　師：ホームケアクリニック横浜港南　伊藤博之

【医療講座】
テ ー マ：痛みのない手術を受けるために
日　　　時：11月２日（土）午後２時～午後３時 30分
場　　　所：港南台地域ケアプラザ多目的ホール
講　　　師：南部病院　麻酔科部長　西濱雅允
　テ ー マ：噛めば噛むほどいいことたくさん
日　　　時：11月 9日（土）午後２時～午後４時
場　　　所：港南台地域ケアプラザ多目的ホール
講　　　師：南部病院　歯科衛生士
　テ ー マ：南部病院のこれから～地域と共に 30年～
日　　　時：12月７日（土）午後 1時 30分～午後３時 30分
場　　　所：港南台地域ケアプラザ多目的ホール
講　　　師：南部病院　院長　今田敏夫

横浜市能見台地域ケアプラザ
お問い合わせTEL：045-787-0991

【医療講座】
テ ー マ：鼠径ヘルニア手術など外科治療について
日　　　時：10月 17日 ( 木 )　午後３時～午後 4時 30分
場　　　所：横浜市能見台地域ケアプラザ多目的ホール
講　　　師：済生会若草病院　副診療部長 (兼 ) 外科部長
　　　　　　佐藤靖郎
　テ ー マ：薬やサプリメントの正しい使い方
日　　　時：11月 29日 ( 金 )　午後３時～午後４時 30分
場　　　所：横浜市能見台地域ケアプラザ多目的ホール
講　　　師：済生会若草病院　薬局長　金丸茂樹

横浜市六浦地域ケアプラザ
お問い合わせTEL：045-786-8801

【医療講座】
テ ー マ：脳血管障害とリハビリ
日　　　時：10月 29日 ( 火 )　 午後２時～午後３時 30分
場　　　所：横浜市六浦地域ケアプラザ多目的ホール
講　　　師：済生会若草病院　院長補佐 (兼 ) 回復期リハビリテー
　　　　　　ションセンター長　中村恒夫
　テ ー マ：整形外科治療に関するもの
日　　　時：12月 17日 ( 火 )　 午後２時～午後３時 30分
場　　　所：横浜市六浦地域ケアプラザ多目的ホール
講　　　師：済生会若草病院　副診療部長 (兼 ) 整形外科部長
　　　　　　大庭英雄

イベント情報（10月から 12月）

後記
編集 〒234-8503　横浜市港南区港南台 3-2-10

T E L ：045-832-1111（代表）
F A X ：045-832-8335
発行人：院長　今田　敏夫
編　集：南部病院広報委員会

社会福祉法人　済生会横浜市南部病院恩賜
財団

南部病院の基本方針
● 良質な地域医療、救急医療による地域への貢献
● 他の医療機関との密接な連携と、患者さん中心の医療の実践
● 医療・保健・福祉サービスの総合的な提供
● 地域医療関係者及び職員の相互研鑽

南部病院市民公開講座

平成25年10月発行

この印刷物はユニバーサルデザインフォントを使用しております。

※済生会南部地域医療福祉連携事業に伴う各施設
（南部病院、若草病院、港南台地域ケアプラザ、六浦地
域ケアプラザ、能見台地域ケアプラザ）の「医療講座」
情報を掲載しましたので、どうぞご参加ください。

【消化器がんの最新の外科治療】
日　　時：11月 30日 ( 土 )
　　　　　午後２時～午後４時
場　　所：港南台ひの特別支援学校ホール
　講　　師：院長　今田　敏夫
　　　　　講演 1「胃がん」

　　　　　　外科副部長　福島　忠男
　　　　　講演 2「大腸がん」

※入場無料・申込不要・先着 250人
※会場に直接ご来場下さい
　お問合せ：南部病院　地域医療連携室
　　　　　　TEL 045-832-1111

世界糖尿病デー記念 ミニ公開講座
【糖尿病について】
日　　時：11月 14日 ( 木 )
　　　　　午前 11時 30分～ 12時
場　　所：南部病院 1階　待合ホール付近
　講　　師：糖尿病・内分泌内科医長　高橋　まゆみ
※当日・午前 9時～　先着 100人　血糖測定を実施します
　お問合せ：南部病院　地域医療連携室
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