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病院の理念と基本方針
基本
理念

基本
方針

◎患者さまの人権を尊重するとともに、病状を的確に把握し、心のケアに努めます。
◎患者さまから信頼され満足していただくために、『正確』『迅速』『親切』を基本とします。
◎職員は、患者さまのニーズに応え安全な医療を提供するため、常に新しい知識と技術を習得します。
◎病診・病々連携を実施し、地域医療の推進を図り、効率的かつ良質な医療を提供します。
◎患者さまへの医療行為にあたり、職種間の連携をスムーズにし、職員全員が一丸となって取り組みます。

1
思いやりのある医療

2
安全で良質な医療

3
チームワークのよい医療

　独立行政法人 年金・健康保険福祉施設整理機
構（ＲＦＯ）は、２０１４年４月に改組し「独立
行政法人　地域医療機能推進機構」となる。
　厚生労働省は９月３日、「地域医療機能推進機
構の法人制度に関する検討会」を設置し、新機構
の在り方について議論を開始した。
　新機構の使命や役割、目標などを議論し、年内
にも方向性を定めたい考えだ。
　ＲＦＯの尾身茂理事長は同日の会合で「新機構

では、一体感のある組織運営、病院経営の自立
性、公的機関としての説明責任や透明性が求めら
れる」と指摘。新機構の病院には総合的な診療能
力が求められていることから、総合医の養成に努
力すべきとした。
　当院も今までの腎センターとしての特色を生か
しつつ、総合診療医の育成に向け知恵を絞ってい
きたいと考えている。

千葉社会保険病院　病院長　西 島 　浩



地域に開かれた病院を目指して　　― 中学生の職場体験を受け入れて ―

　毎年、６～７校の中学生の職場体験を受け入れております。
　病院を希望される生徒さんのほとんどは、将来の夢が医療職です。
　生徒さんの進路の参考になればと、看護局、その他部署の協力の下、２～３日間の日程で実施してい
ます。みなさん１日目は緊張していますが、２日目になると余裕が伺え積極的に取組んでくれます。
　そして、体験終了後には“看護師になりたい”という言葉を聞くと、とてもうれしくなります。
　この体験を通して、地域の理解にもつながればと思い、今後も受け入れていきたいと思います。
　ここで、心に残った生徒さんからのお礼状をご紹介いたします。

千葉市立星久喜中学校 H24.6.26～27 千葉市立松ヶ丘中学校 H24.11.13～15
千葉市立越智中学校 H24.8.23～24 千葉市立おゆみ野南中学校 H24.11.27～28
千葉市立川戸中学校 H24.9.19～21 千葉市立有吉中学校 H24.11.27～29
千葉市立生浜中学校 H24.11.13～15 千葉市立誉田中学校 H24.12.4～6

庶務課長　大土

☆平成24年度 受け入れ中学校

　拝啓　盛夏の候、社会保険病院様におかれましてはお元気でお過ごしのことと思い
ます。
　先日はお忙しいなか、職場体験をさせていただきありがとうございました。
　病院内の見学や手術室も見せて頂いたりと、ていねいに教えて頂き、病院という職
場にとても興味を持ちました。実際に患者さんのケアの足浴などをさせて頂いた時に
患者さんが笑顔で「ありがとう」「気持ち良かった」と言ってくれたことにとても嬉
しくて感動しました。看護師さんという仕事がどんなに大変でもずっと職業を続けて
いられるのは患者さんの笑顔を見ることで元気になれるのかなと、わかった気がしま
した。それにリハビリの場所へ行った時には患者さんが一生懸命リハビリをやってい
る姿を見て、頑張って生き続けようという姿勢が見れたので、感動して涙しそうにな
りました。中には上手くいかなくて何度もチャレンジしている姿もありました。
　学んだことならたくさんあります。人間一人では何もやっていけなく、何人もの人
に支えられながら生きる、それが人間だなと思いました。
　私の将来の職場はこの体験で決まりました。看護師か外科の先生です。看護師だっ
たら患者さんのケアやお世話をして喜んで頂いている笑顔をもらいたいです。外科の
先生ならば、手術して苦しんでいる患者さんを少しでも多く救いたいです。きっとこ
の夢は変わらないと思います。
　今回の体験で学んだことを、今後の学校生活に活かしていきたいと思います。
職場の皆様にもよろしくお伝え下さい。まずはとり急ぎお礼まで。　　敬具
　　６月２９日　　　　社会保険病院様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長谷部 百香

千葉市立星久喜中学校　長谷部百香 さん

（注）・写真、手紙は生徒さん、保護者の方、学校の許可を得て掲載させて頂きました。
　　　・�職場体験は、看護業務等の体験をしていただいており、医療行為は行ってお

りません。

お礼の筆者：右から２番目
☆心肺蘇生の練習を救急蘇生人形（あっぱくん）で行っているところに
　飛び入り参加しました。



施設①

施設②

施設③

病室①

病室②

病室③

病室④

病室⑤

接遇①

接遇②

接遇③

接遇④

接遇⑤

接遇⑥

接遇⑦

接遇⑧

接遇⑨

医看①

医看②

医看③

医看④

医看⑤

医看⑥

評　価

■満足　■どちらかといえば満足　■ふつう　■やや不満　■不満　■未記入

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

入院全体　有効回答数＝94

建物の外観やつくり      

医療機器などの設備      

トイレ、洗面所、食堂などの設備      

病室の居心地（清潔さ、広さ）      

ベッド、寝具、ベッド周りの設備      

冷暖房や照明      

食事の内容      

食事時間や起床・消灯時間      

事務職員の言葉使いや態度      

栄養士の言葉使いや態度      

検査技師の言葉使いや態度      

放射線技師の言葉使いや態度      

理学療法士の言葉使いや態度      

薬剤師の言葉使いや態度      

看護師の言葉使いや態度      

医師の言葉使いや態度      

プライバシーへの配慮      

看護師の説明のわかりやすさ      

薬剤師の説明のわかりやすさ      

看護師のケア      

医師への質問や相談のしやすさ      

医師の病状や検査結果の説明      

医師の病状に対する処置      

総合評価      

患者様満足度調査結果
患者サービス向上委員会では患者様へのサービス向上を図るため、平成24年度の患者様満足度アンケート調査
を実施しました。各病棟での入院患者様・外来透析患者様への調査を7月上旬に、また、外来患者様への調査
を7月11日（水）に実施しました。アンケート調査より不満度（不満・やや不満）が高かった項目については
真摯に受け止めて今後の改善を図りたいと思います。病院各部署の協力のもとに具体的な対策をたてていく所
存ですので温かく見守って頂ければ幸いです。

患者サービス向上委員会　森　義雄



■満足　■どちらかといえば満足　■ふつう　■やや不満　■不満　■未記入

施設①

施設②

施設③

施設④

施設⑤

接遇①

接遇②

接遇③

接遇④

接遇⑤

接遇⑥

接遇⑦

診察①

診察②

診察③

診察④

診察⑤

診察⑥

評　価

施設①

施設②

施設③

環境①

環境②

接遇①

接遇②

接遇③

接遇④

接遇⑤

接遇⑥

接遇⑦

接遇⑧

接遇⑨

医看①

医看②

医看③

医看④

医看⑤

医看⑥

評　価

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

透析
有効回答数＝73

外来
有効回答数＝226 総合待合室の設備や雰囲気

各科待合室の設備や雰囲気

売店、食堂、自動販売機

病院内の清掃

自動精算機について

事務職員の受付・会計の対応

検査技師の言葉使いや態度

放射線技師の言葉使いや態度

理学療法士の言葉使いや態度

看護師の言葉使いや態度

医師の言葉使いや態度

プライバシーへの配慮

診療待ち時間

診察時間

診察後の支払いまでの待ち時間

看護師の説明のわかりやすさ

医師の病状や検査結果の説明

医師への質問や相談のしやすさ

総合評価

建物の外観やつくり      

駐車場のシステム      

医療機器などの設備      

透析室の居心地（清潔さ、広さ）      

ベッド、寝具、ベッド周りの設備      

事務職員の言葉使いや態度      

栄養士の言葉使いや態度      

検査技師の言葉使いや態度      

放射線技師の言葉使いや態度      

理学療法士の言葉使いや態度      

臨床工学技士の言葉使いや態度      

看護師の言葉使いや態度      

医師の言葉使いや態度      

プライバシーへの配慮      

看護師の説明のわかりやすさ      

臨床工学技士の説明のわかりやすさ      

看護師の穿刺や介助の手際よさ      

臨床工学技士の穿刺や介助の手際よさ      

医師への質問や相談のしやすさ      

医師の病状や検査結果の説明

総合評価      



地域医療連携　診療所のご案内
医療機関 ◦ 田宮クリニック
院　　長 ◦ 田宮敬久
住　　所 ◦ 千葉市緑区誉田町2丁目24番地433
電　　話 ◦ ０４３－２９３－３５３３
診療科目 ◦ 内科、外科、呼吸器科
診療時間 ◦ 午前；９時～12時半
　　　　　  午後；３時～５時
　　　　　  休診；日曜、祝日、木曜午後、土曜午後

　当院は、大網街道沿いで、誉田駅前郵便局とJA誉田支店の間にあります。一般診療を中心
とした無床の診療所です。
　私（院長）は、医者になって30年経ちましたが、前半を呼吸器外科診療を中心とした病院
勤務を、後半をこちらで開業して経過しました。この30年間で、医学、医療とも大層変化し
ました。平成になったころから、遺伝子レベルで疾患が理解されるようになり、診断、治療
とも進歩してきました。また、治療するだけでなく、治療を受ける人の生活の質を損なわな
いための方法も考慮されるようになってきました。とても一人でカバーできるものではあり
ません。これからも、かかりつけ医として活動するためには、高機能の医療機関との連携が
必要です。千葉社会保険病院は、当院からの交通の便もよく、検査、手術、入院と診て頂く
ことが多いのですが、医師、看護師をはじめ職員の方の対応もよく皆様から喜ばれておりま
す。病院としてさらに発展され、今後もご指導頂けますようお願いいたします。

透析患者の送迎開始について 血管撮影装置更新

　　　　　　　　　　地域医療連携・患者相談室
　当院では、毎日130名前後の方の透析を行なって
おります。
　かねてより、懸案であった外来透析患者の利便性
を考慮し、平成24年１月より２ヶ月半、患者さん
の協力はもとより、職員も一丸となって透析患者の
自宅までの送迎を試行しました。
　その結果を踏まえ、５月より本格的に稼動させ、
現在39名の方の送迎を実施しております。
　送迎範囲は病院から40分程度、ご自分で乗降可能
な方、昼１・２クールの方が対象となっております。
　他にも多くの方々から送迎を望む声があり、今後、
前向きに検討を重ねる必要もあるかと考えております。

　　　　　　　　　　　放射線技師長　長田　健
　平成24年7月、当院の血管撮影装置が更新されま
した。
　今回導入された装置は撮像方式がFPDとなり、画
像のダイナミックレンジが幅広くなり画像もより鮮
明になりました。
　様々な画像処理技術も導入され、画質の向上もさ
る事ながら被ばく線量も低減されております。
　近隣の病院様、患者様には１ヶ月間ご不自由をお
掛け致しましたが、血管撮影装置も新しくなり、職
員一同新たな気持ちで診療にあたりたいと思います。
　今後とも宜しくお願いいたします。



診　療　の　ご　案　内
当院では、外来全科で『予約診療』を実施しております。
初めて受診をされる患者さま、または診療予約日以外の日で診察を希望される患者さまは、下記の『診療受付時間』内に受付を
行ってください。また、初めて受診をされる患者さまで他院からの紹介状をお持ちの方につきましては『予約診療』が可能です。
詳しくは、地域医療連携室・患者相談室【Tel.043－261－2211 内線386】までお問い合わせ下さい。

（注1）バスキュラーアクセス外来の受付時間は9時30分～12時となります。原則予約制となっております。当日の受診予約も可能ですが
（注1）必ず地域医療連携室までご連絡くださいますようお願いいたします。
（注2）整形外科において、第1･第3木曜日にフットケア外来(糖尿病の治療を行っており足に症状がある患者さまが対象)を行っております。
（注1）完全予約制となっておりますので詳しくは担当看護師までお問い合わせください。【担当看護師：黒巣（くろす）】
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病院ボランティア募集中
病院内案内、敷地内の緑化など

ボランティア活動を行っていただける方、
お気軽にお問い合わせ下さい。

※健康診断を無料で実施いたします。
お問い合わせ先

TEL.043-261-2211（人事課 吉野）

千葉社会保険病院
〒260－8710 千葉市中央区仁戸名町682番地
電話番号：043－261－2211（代表）
Ｆ Ａ Ｘ：043－261－0092
ホームページ：http://www.zensharen.or.jp/chib/
発　　行：千葉社会保険病院　広報委員会

看
護
専
門
外
来

ストーマ外来 9:00～11:30 14:00～16:00 ［予約制］木曜日
リンパ外来 9:00～12:00 13:00～17:00 ［予約制］水曜日
助産師外来 9:00～12:00 ［予約制］月・水曜日

○休 診 日／土曜·日曜·祝日·年末年始
（12/29～1/3）

○面会時間／平日15:00～20:00
　　　　　　土・日・祝日10:00～20:00

外 来 診 療 表 ☆印は非常勤医師です。 平成24年10月1日現在
診療科 受付時間 月　曜 火　曜 水　曜 木　曜 金　曜

内
　
　
科

消化器内科 8:30～11:30 中村(PM)再診のみ
藤田 瀬座 金 藤田

横山
中村(再診のみ)

金

循環器内科 8:30～11:30
木曜 8:30～11:00

河野
水口

河野　　内山
水間　☆宮沢

飯嶋　☆高村
水口　☆山本

松田
☆小笠原

河野　　内山
飯嶋　　水間

呼吸器内科 8:30～11:00 × ☆千葉大 × ☆千葉大 ×
糖　尿　病 8:30～11:30 × × ☆石田 × ×

腎 臓 内 科 8:30～11:30 東
☆吉田

長谷川
藤野

長谷川
鶴岡

長谷川
東

藤野
鶴岡

腎不全外来(腹膜透析) 13:30～14:30 東 × × × 東

外　　科
(消 化 器 外 科)
(大腸・肛門外科)

8:30～11:30
西島

堀(10:30～)
村岡

堀
三木(10:30～)
☆荻野

西島
他1名(10:30～)

村岡
三木

堀
三木(10:30～)

予約のみ × × 室谷(10:30～) × 室谷(13:00～)
心 臓 外 科 13:30～15:30 × × × × ☆小坂

バスキュラーアクセス外来 原則予約制(注1)参照 室谷 ☆佐藤 ☆疋田 室谷 ☆疋田

整 形 外 科 8:30～10:30 ☆舘﨑 手術日 花岡 フットケア外来
(注2)予約制 花岡

小
児
科

8:30～11:30 野村
☆亀ヶ谷 野村 野村 野村

☆亀ヶ谷 野村

13:50～16:00 野村 野村 野村 ☆亀ヶ谷 野村

リウマチ科 13:30～15:30 × 松田 × 松田 ×

産 婦 人 科
8:30～11:30 寺田 寺田 寺田 寺田 寺田

13:30～15:30 寺田
(妊婦･予約のみ) × 寺田 寺田

(妊婦･予約のみ) ×

眼　　　科 月･金13:00～15:00 ☆千葉大 × ☆山本 × ☆千葉大　 水13:30～15:00
耳鼻いんこう科 13:30～15:30 ☆千葉大 × × × ×
皮　膚　科 13:00～15:30 ☆千葉大 × × × ×

泌 尿 器 科 火曜 13:30～15:30
木曜　9:00～11:30 ×

☆須賀(1週)
☆山下(2,4,5週)
☆高尾(3週)

× ☆林(AM)
【第3週休診】 ×

インフルエンザ予防接種
（予約制）

月・木　9:00～ 野村(15名) × × 野村(15名) ×
　　水 14:00～ × × 西島(30名) × ×
※小児科家族接種【月～金14:00～16:00】（定員1日10家族）お子様の接種時に、ご家族の方も接種いたします。

がん検診等 8:30～11:30 ○ ○ ○ ○ ○

健診·ﾜｸﾁﾝ(火水木)
13:50～14:30【予約制】
一般(火水木)
14:50～16:00

※初診の方は火曜日·木曜日の10:00～11:00も受付けます。


