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地域の人々が、健康で明るく暮せるように、
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地域の皆様を対象に健康セミナーを開催しています。
このセミナーは平成22年度も開催し、多くの皆様にご参加をいただいています。
毎回いろいろなテーマについて医師や専門職のスタッフが講師となり、参加者の皆様の質問にもお答えいたします。
皆様のご意見をもとに地域に貢献できるセミナーを企画していきたいと思っています。
平成23年度も開催し、地域の皆様に少しでもお役に立てるように努めて参ります。宜しくお願い致します。

専門組織による、安全で良質な保健、医療
介護サービスを提供する。

心の富と医療

私 は中学 生時代 をミ ッショ ン・ス

クールで過した︒毎朝︑礼拝があり︑
賛美歌をうたい︑牧師さんの説教があっ

た︒とくに︑心に響いたのは〝地の上
に富を積むな︑心に富を積め︑地の上

の富は鳥がきて︑ついばむ︑盗人がき
て持ち去る〟との聖書の文でした︒で

は︑心の富とは何なのか︑今だ十分知
ることができないでいる︒さらに︑医

しか し︑ これら のう ち真 理の 探究 には
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御所見総合クリニック
御所見総合クリニックでは、皆さんがお困りの事や悩まれている事を「気軽に」相談していただければと思っています。
今回は消化器内科の医師と整形外来を担当している３人の医師をご紹介致します。各医師より得意分野をうかがっています。
内科担当医のご紹介
【山田

整形外科担当医のご紹介
【小林

秀一】

【小椋

【専門分野】漢方・消化器（内視鏡）
当院に４月から正式に勤務しております。

研】

【専門分野】

昭】

【専門分野】
スポーツ整形外科

頚・背・腰など脊椎の病気

丁寧な診療をモットーにしております。

藤沢御所見病院に勤務し３年目とな

専門にかかわらず内科全般診療をさせて りました。
いただきます。
一般整形外科はもちろんスポーツ整

【岩村

ポーツ外来も開設しております。
今後も地域に根ざした医療はもちろ
んアスリートなどのサポートも行って

祐一】

【専門分野】脊椎の病気・骨・関節の

形外科を専門としております。
平日午後、土曜日午前に予約制のス

御所見総合クリニック

小椋

会場：御所見市民センター、時間：１４：３０〜１５：３０、参加費：無料、申込み：不要、直接会場までお越しください。
問い合わせ：藤沢御所見病院 地域連携室 ＴＥＬ０４６６-４８-６５０１

これからもよろしくお願いします。

変形性疾患・外傷など
土曜日の午前中に整形外科をやってい
ます。
上記分野など幅広く診療をしています。
何でもご相談下さい。

いきたいと思っております。

藤沢市健康診査実施中です。
この機会を、健康を見直すきっかけにしてみませんか？
毎日を笑顔で元気に暮らす為にも、年に一度の健診で健康管理を心掛けましょ

磯貝

う。

毎年、10月は大変込み合い、待ち時間も非常に長くなります。なるべ

御所見総合クリニック

く、お早めの受診をお勧めいたします。
なお、『ご予約をいただきますと、手際良く健診を受けていただけますよ
うに準備してお待ちいたします』

庄

一 般通 念の オモテ ナシ ほど のこ とは必

要 ない が︑ 患者さ んの 苦痛 や不 安を取
り 除き ︑健 康な日 々を 過ご せる ように

す るこ とは ︑正に ︑善 なる 行為 と思わ
れる︒

とこ ろで ︑人生 には 栄枯 盛衰 がある
が ︑加 齢︵ 老化︶ とい う止 めよ うのな

い 変化 も来 る︒わ が国 でも ︑今 や︑老
年 病科 は内 科に包 含さ れて しま った︒

高 齢者 は種 々なる 病気 を併 せも ってお
り︑総合診療科が必要な時代となった︒

病 院経 営も 世の変 化に 対応 しつ ゝ善な
る仕事が求められるが︑苦難が多い︒

藤沢御所見病院は 年の歴史があり︑
新 しい 施設 ︑高性 能な 新し い医 療機器

も 備え てい る︒加 えて ︑活 性あ る職員
に より ︑よ り良い 医療 を世 に提 供し続

けます︒

理事長

興味 を抱 き︑未 知な こと を見 出す 楽し
さを経験した︒

さ て︑ このた び︑ 当法 人の 経営 をお
おせ つか ったが ︑そ の方 針は 創設 者の

﹁創 立の 理念﹂ に基 づく こと は当 然で
ある ︒目 前には 難題 山積 だが 一つ づつ

乗り越えて行くしかないと思う︒
良 悪は 別にし て︑ わが 国に おけ る医

療は 統制 経済下 の統 制医 療で あり ︑制
約される面が多い︒

そ れに しても 医療 にた ずさ わる 人間
は可 能な 限り﹁ 心に 富を 積む ﹂よ うに

心が けた いもの であ る︒ 病院 とは 英語
でホ スピ タルだ が︑ ホス ピタ リテ ィ・

すな わち ︑客を モテ ナス の意 味に 近い
と云えよう︒

磯貝記念クリニック
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の道を半世紀余り歩んできたが︑人生
で最も有意義とされている真・善・美

の追求のいづれにも達成感は全くない︒

藤沢御所見病院

健康セミナーのご案内

0466（47）0543

健診室

この度の東日本大震災で被災された方々に謹んでお見舞い申し上げます。

編集後記

今年１月は各地豪雪に始まり、３月の震災と自然の驚異をまざまざと見せつけられた年の始
まりでした。幸い当院においては大きな被害はありませんでしたが、長時間に渡る停電により
自家発電での必要最低限の病院運営を経験し、職員ひとりひとりが危機管理について再認識を
深めたところです。被災地の医療に従事されている皆さんの自らを犠牲にした奮闘ぶりを拝見
し、今自分達に出来ることは何かを毎日考えながら、職員一同業務にあたっております。
広報企画委員長 濵田和俊

コンディショニングマシーンを導入しました
〜御所見総合クリニックリハビリテーション室〜

御所見総合クリニックのリハビリテーション室に、「ホグレル」というコンディショニングマシーンを新しく導入いたしまし
た。このマシーンは今までの筋力トレーニングマシーンと違い、筋肉の伸張性を利用したコンディショニングマシーンです。筋
肉の柔軟性を改善することでバランスの良い姿勢で効率の良い動作が身につきます。

今日は、始めまして整形外科医の渡邊です。
本年から、訪問リハビリテーションのお手伝いをさせていただきます。
自分の診療所で、３０年あまり患者さん達と楽しくお話をしながら診療をし
て来ています。
今までの経験をもとにして、皆様の在宅での生活が少しでも楽しくなってい
ただける様にと願って、理学療法士の方と一緒に訪問させていただきます。
どうぞよろしくお願い致します。
皆様の笑顔が見られるのを楽しみにしています。

また、循環も良くなり疲れにくい身体になります。

〈マシーンの効果〉
●肩こり・腰痛の改善
●リラクゼーション効果
●柔軟性の向上
●関節痛の改善
●成長期にみられる成長痛の軽減
●日常生活動作・競技動作の改善

御所見総合クリニックでは、外来患者様に計７台の「ホグレル」マシーンを運動療法と一緒に利用しています。
徒手療法とマシーンを組み合わせて行っていくことで即時効果が得られます。
また、多くの疾患に対応し幅広い年齢の方が利用することができます。
日常の生活動作や歩行に、スポーツをする方の競技動作に、成長期の子供たちの身体づくりなど、様々な場面での効果が期
待できます。そして、継続していくことでコンディションが整えやすくなり怪我予防や健康維持にもつながっていきます。

今後ともいろいろな疾
患の方に満足していただ
けるよう、より充実した
リハビリを提供していき
ます。

ヘルパーステーションすいせん
ヘルパーが自宅を訪問して、自立した日常生活を送れるように支援するサービスです。
サービス内容は身体介護・生活援助があります。
◆ 身体介助とは ◆
排泄・食事介助・清拭・入浴介助・身体整容・外出介助（通院介助等）
移動、移乗介助・服薬・自立支援のための見守り的援助等を行います。
◆ 生活援助とは ◆
掃除・洗濯・調理・買い物等行います。
一人住まいの人であって、障害・疾病等の理由で利用者本人が家事を行うことが困難で
ある場合等、社会通念上やむをえない事情と認められる場合に行われます。
ヘルパーステーションすいせんではご利用者一人一人に目配り・気配り・心配りのある
サービスを提供しています！

