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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

　平成25年４月１日付で病院長に就任しました室谷
（むろたに）です。千葉社会保険病院の名称となっ
てからは、武藤邦宏・岩垂信・嶋田俊恒・西島浩院
長に続いて小生が５代目の院長となりますが、社会
保険病院の名称は平成26年３月31日で終止符を打ち
ます。平成26年４月１日より、地域医療機構千葉病
院となります。略称は、JCHO（Japan Community 
Health care Organization）千葉病院です。長い間、
慣れ親しんできた社会保険病院の名称がなくなり寂
しい気持ちもありますが、今後の超高齢化社会に向
けて病院として地域に親しまれ、役立つ組織を目指
し職員と一致団結して頑張っていく所存でございま
す。歴代の名院長達の後を受け、病院の理念である

「思いやりのある医療」・「安全で良質な医療」・

「チームワークのよい医療」を就き進
めて往きたいと思っております。
　閑話休題、平成23年10月１日のわが国の人口は
１億2780万人と報告され前年比26万人減少しまし
た。また65歳以上の人口割合は23.3％であり、人口
4000万人以上の29ヵ国中最高の割合となっている。
このような状況の中、我われの病院は地域社会に対
して「何ができるのか」「何をすべきなのか」を問
いかけつつ、日々の病院業務を行いながら変革を諮
ることを念頭に置きたいと思っております。皆々様
からのご意見を頂き、病院の進化に役立てたいと思
います。従前にも増してご愛顧・ご利用をお願いし、
新任院長の挨拶に代えさせて頂きます。

　　  平成25年４月吉日

　　病院長に就任して　　千葉社会保険病院　病院長　室谷　典義



外来よりお知らせ

MR I検査について

健康管理センターよりお知らせ

　　・小児科の常勤医が２名になりました。
　　　　各医師の外来予定日は、誌面裏表紙をご参照下さい。

　　・糖尿病外来が週２回に増えました。
　　　　診療曜日につきましては、誌面裏表紙をご参照下さい。

　MRI検査は強力な磁場と電波を利用して、人体の様々な断面を撮影する検査です。
　患者さんは、検査台の上に横になっていただき、狭いトンネル状の装置の中で撮
影をします。検査中は大きな音がします。
　検査時間は平均して30分程度、長い検査では１時間ほどかかりますので、その間
動かないでいただく必要があります。
　強力な磁場と電波を用いるため、金属や磁気を帯びた物は検査室に持ち込めません。
　MRI検査を受ける際には、体内金属等により検査を行うことが不可能な場合と、
注意が必要な場合があります。事前にMRI検査予約票とMRI検査説明書を渡してお
り、その内容をよくお読みになって頂ければ安全に検査が受けられます。わからな
いことは遠慮なく担当の放射線技師にお尋ねください。

　人間ドックのお申込み予約がインターネットでも行えるようになりました。
　下記サイトをご利用下さい。
　　・gooヘルスケア http://dock.goo.ne.jp
　　・MRSO（マーソ） http://www.mrso.jp
　従来通り、お電話での予約、問い合わせも承っております。
　病院ホームページ「健康診断」もあわせてご覧ください。



地域医療連携　診療所のご案内
医療機関 ◦ 小渋医院
院　　長 ◦ 小渋雄一郎
住　　所 ◦ 千葉市緑区あすみが丘4－37－11
電　　話 ◦ 043－295－1800
診療科目 ◦ 内科、循環器科、小児科
診療時間 ◦ 午前：9時～12時
　　　　　  午後：3時～6時
　　　　　  休診：木曜、日曜、祝日

　近年の診断技術、治療の進歩には目を見張るものがあり、それとともに医療機器のハイテ
ク化や病院のアメニティに関心が寄せられる時代となってきました。
　しかしいつの時代も最終的な評価は病に向き合うスタッフの医療人としての姿勢だと思い
ます。
　千葉社会保険病院の玄関に立つとお気づきのように入口の目立つところに患者さんからの
投書に対する回答が掲示してあります。これは簡単なようですが病院スタッフにとってはか
なりな緊張を強いられます。投書箱はほかでも見かけますがここまで真摯に応じる病院をほ
かに知りません。
　私は土気のあすみが丘で内科循環器科を中心とした診療をしています。私ども地域の医院
が、安心してご自身やご家族の健康をゆだねて頂ける「かかりつけ医」として地域医療の一
翼を担うには、必要に応じ最も適切な専門医へご紹介できるようなネットワークを保持する
ことが責務となります。専門分野以外の疾患を拝見することも多いのですがこちらの病院の
ドクターはすべての診療科において、まるで私と同じ施設の別の診察室で相談をうけるかの
ように応じてくれます。診療経過も連絡をくださるのでかかりつけ医として途切れのない診
療ができ、帰ってきた患者さんからは千葉社会保険病院を紹介してもらってよかったとよく
いわれます。
　私どもが全幅の信頼を置く専門医とプロの医療人の集まった病院です。これからもこの地
の中核となる病院としてご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。

患者様アンケートにて

各医療機関へのお願い

　常々、御要望のあった
　トイレの改修がされました。
　皆様の声が反映されました。
　有難うございました。　

　患者情報に関することについてのFAXは、
　地域連携・患者相談室　043－261－2705　へお願いいたします。



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

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25年４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

林
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

水口　☆高村
渡辺　☆山本 ☆小笠原 河野　　内山

水間　　渡辺
呼吸器内科 8:30～11:00 × ☆千葉大 × ☆千葉大 ×

糖　尿　病 8:30～11:30 ☆石田 × ☆石田 × ×新患13:00～15:30

腎 臓 内 科 8:30～11:30 長谷川
☆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 × 藤野 × ☆東 鶴岡

外　　科
(消 化 器 外 科)
(大腸・肛門外科)

8:30～11:30
西島
村岡
加賀谷

堀
三木
☆荻野

西島
他1名(10:30～)

村岡
加賀谷

堀
三木

13:00～15:30 × × 室谷 × ×
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

藤野
（室谷） ☆佐藤 ☆疋田 室谷 ☆疋田

整 形 外 科 8:30～10:30
月曜 8:30～11:00 ☆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
野中

野村
野中

野村
野中

野村
野中

野村
野中

13:50～16:00 野中 野中 野村 野中 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

(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 ×

☆山下(1週)
☆須賀or高尾(3週)
【第2,4,5週休診】

× ☆林(1,2,4週)
【第3,5週休診】 ×

がん検診等 8:30～11:30 ○ ○ ○ ○ ○

健診·ワクチン
13:50～14:30【予約制】

一般外来
14:50～16:00

※初診の方は火曜日·木曜日の10:30～11:30も受付けます。


