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病院の理念

病院の基本方針

患者さんの権利

患者さんに守っていただくこと

・患者さんに寄り添う医療を通して、地域住民の健康と福祉の増進に寄与します

・患者さんの権利と意思を尊重し、ともに考え良質で効率的な医療の提供に努めます
・全ての職員はレベル向上のため研鑽し、最善のチーム医療を行います
・地域医療機関との連携を深めて、中核病院としての役割を果たします

・良質な医療を平等に受けることができます
・病状や治療内容について十分な説明を受ける事ができます
・自分の意思により治療を選択し決定することができます

・個人情報、プライバシーは保護されます
・自分の診療内容について開示を求めることができます

・ご自身の健康や病気に関する情報を正確にお伝えください
・診療に協力し自ら治療に積極的に参加する気持ちをお持ちください
・病院の規則を守っていただきます
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「済生会だより　ならしの」は病院ホームページからご覧になれます。

　新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を受け、ご来院の皆さまおよび関係者の健康・安全面を第一に考慮した結果、済
生会フェア（旧健康フェア）を中止することといたしました。楽しみにしていただきました皆さまには申し訳ございませんが、感染拡
大防止のため、何卒ご理解、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

済生会フェアの中止について

お知らせ

すべてすべてのいのちののいのちの
虹虹になりたいになりたい

今号の表紙今号の表紙
９月３日の災害訓練　看護部の簡易ベッドの設営９月３日の災害訓練　看護部の簡易ベッドの設営
� 撮影：広報課� 撮影：広報課

　　直通電話のご案内
　当院では利用者さんの利便性を考慮し、下記の通り直通電話を設けております。ご利用下さい。
なお受付日時の記載のないものは、受付時間 8:30〜17:30 土日祝祭日、年末年始を除きます。

◦予約センター� ☎047-473-1298
　電話予約（紹介状をお持ちの方）

◦患者支援センター� ☎047-411-7317
� ☎047-411-7438
　入退院支援　福祉相談　医療連携

◦健診センター� ☎047-411-7316
　健診・人間ドック（受付8:30〜17:00)

◦キッズケアルーム� ☎047-473-7872
　なでしこ
　病児病後児保育
　（予約受付10:00〜18:00　土日祝祭日、年末年始を除く）

◦済生会ならしの� ☎047-473-7895
　訪問看護ステーション
　訪問看護

糖尿病講座の中止について

　当院では、みなさまに安全・安心して受診していただけるよう、感染防止の対策に取り組んでいます。
ご不便をおかけいたしますが、安全・安心な医療が提供できるよう、感染防止の対策につきましてご理解とご協力をお願いいたします。

＊上記のご案内は状況に応じ適時変更となります。最新の情報は病院ホームページをご覧ください。

感染防止に関するお願い

マスク着用・手指消毒のお願い
院内ではマスクの着用と手指消毒の徹底をお願いしています。

�マスクはご自身でご用意ください。
�マスクは院内に入る前に着用してください。
��マスクを着用していない方の院内立ち入り
は、お断りしています。

面会禁止について
院内感染対策強化の目的により当面の間、面会を禁止とさせ
ていただいております。
みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
※病院からの依頼の場合は除きます。
※ 上記の理由により面会される場合は、原則１名でお願いしま

す。必ずマスクの着用と手指消毒をおこなって下さい。



　様々な耐性菌やウイルス感染症など、見
えない敵にどのように対応していったらよ
いのか、現場の職員と一緒に考えながら感
染対策をおこなっています。職員が手指衛
生や防護具の取り扱い、環境整備などを適
切に行なえるよう院内を巡回して、アドバ
イスをしています。
　来院する方々の感染予防に努めてまいり
ます。

感染管理認定
看護師の岩船です

　代謝科外来の診察の介助を
しています。改めて、糖尿病
治療はひとりひとりの異なる

生活に、なじむ方法を選択することが大切
だと実感しています。
　糖尿病教育、インスリン治療、内服管理、
生活調整など困っていることがあれば、小
さなことでもいつでも相談してください。

糖尿病看護
認定看護師 尾高です

　私は現在ICUに所属しており、重症患者
さんや術後患者さんの看護をおこなってい
ます。また、一般病棟にも訪問し、状態が
不安定な患者さんや人工呼吸器を装着し
た患者さんなどの看護を、受け持ち看護師
とともに考え、重症化予防、合併症予防に
努めています。

集中ケア
認定看護師 工藤です

　緩和ケアは、からだや気持ちのつらさを
和らげる治療やケアです。
　対象の疾患はがんだけではありません。
また終末期の方だけでもありません。患者
さんとご家族が、安心して穏やかに療養生
活を過ごしていただけるよう、お手伝いさ
せていただいています。
　一緒に考えましょう、お話聴かせてくだ
さい。

緩和ケア認定看護師の
水川です

　入院患者さんの床
ずれ予防のために病
棟を訪問しています。
またその他に火曜・

木曜にストーマ外来を行っています。退院
後も不安なく安心して過ごせるよう、患者
さんと一緒にケア方法を考えていきたいと
思います。困ったことがあれば、何でも話
してください。

皮膚・排泄ケア認定
看護師の宮﨑です

　今や乳がんは、11人に１
人が罹患するといわれている女性にとって
とても身近な病気です。
　治療や治療後の日常生活で気になるこ
と、補整下着、リンパ浮腫についてなど、
乳がんに関するご相談がありましたら、お
気軽にお声をおかけ下さい。
　一緒に考えていきます。

乳がん看護認定
看護師の清水です

　木曜日に腫瘍内科
外来にいます。抗がん剤治療中の患者さん
に、副作用があるか、程度はどのくらいか、
ご自宅ではどのように過ごせているかなど
を伺っています。また、ご自宅の生活が不
安などの治療に関わらないことでも、生活
を考えた支援も一緒にさせていただいてい
ます。いつでもお声がけください。

がん化学療法認定
看護師の横井です

　私は６階西病棟に
所属しています。手
術前〜手術後〜退院
まで継続的介入し、
痛みや合併症を起こ
さず、過ごせるよう

看護を行なっています。

集中ケア認定看護師
 鴇田です

認定看護師とは
◦  認定看護師とは、日本看護協会の認定看護師認定審査に合格、ある特定の看護分野において、熟練した看護技術と知識を有する

ことを認められた看護師です。

◦ 認定看護師は特定の看護分野において、次の３つの役割を果たします。
　 １． 実践：個人、家族及び集団に対して、高い臨床推論力と病態判断力に基づき、熟練した看護技術及び知識を用いて水準の高い

看護を実践する。
　 ２．指導：看護実践を通して看護職に対し指導を行う。
　 ３．相談：看護職等に対しコンサルテーションを行う。

◦ 現在、認定看護分野は21分野を特定しています。

千葉県済生会習志野病院

認定看護師の紹介認定看護師の紹介
当院では、７分野、８名の認定看護師が活躍しています。簡単にご紹介いたします。
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