
病院改修工事のお知らせ

大洞団地線・岐阜関線
日野市橋線（日野西行）　

名鉄岐阜駅からお越しの場合

19分 「日 野 橋」下車 徒歩10分
21分 「日野舟伏」下車 徒歩5分

岐阜バスターミナル　Dのりば乗車

大洞団地線・岐阜関線
日野市橋線（日野西行）

17分 「日 野 橋」下車 徒歩10分
19分 「日野舟伏」下車 徒歩5分

JR岐阜駅からお越しの場合

JR岐阜駅　14番のりば乗車
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編集
後記

令和元年になって最初の広報誌『まごころ　第27号』をお届けします。昨年度はたくさんの方に「まごころ」を読んでいた
だき、心より感謝申し上げます。引き続き、今年度もご愛読の程、宜しくお願い申し上げます。
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公益社団法人岐阜病院 広報誌

『まごころ』は、公益社団法人岐阜病院の広報誌です。

公益社団法人

病院理念 私たちは、真心をこめて医療福祉サービスを提供します。 27第 号

☎058-259-3366
初診ご予約

予約受付時間 ： 平日 9時～17時
※受診当日の初診ご予約は出来ません。救急時はご相談ください。

２０１９年４月８日～２０１９年１１月１５日（予定）
上記期間におきまして、当院では、『本館・別館の改修』及び『南館・職員寮の解体工事』を
行います。
工事に際しましては、大きな音や振動が発生する場合がございます。
患者様、近隣の皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解とご協力の程、よろ
しくお願いいたします。



認定看護師は現在10名で
活動しています。

　院内の活動では、「マナー推進者会議」を定期的に行い、問題提起やマナーのスローガンを決め、外部
からマナー講師をお招きしての勉強会などを行っています。
　身だしなみや言葉遣い、コミュニケーションなど職員ひとりひとりが心がけることでマナーの質を高め、
患者さまへのより良いホスピタリティ提供につながるように取り組んでいます。

　当院では、認定看護師による無料相談を行っています。
ご本人、ご家族、近隣の施設様等の不安、心配ごとや専門
的（うつ病、薬関連、認知症、摂食・嚥下、感染）なことでお
困りの方などに尽力させていただければと思っています。
相談内容に関してはどのようなことでも構いませんので、
お気軽にご相談にお越しください。
なお、専門的なご相談を希望される方は、ホームページ内
の「認定看護師による無料相談コーナー：〇月のスケ
ジュールはこちら」から専門領域をご確認の上お越しくだ
さい。

開催日：「0」及び「5」の付く日
　　　　（土日祝日を除く）
時　間：09:30～12:00 
　　　　(受付終了時間：11:00)
開催場：外来待合東側に相談ブース
　　　　を設けています

新入職員紹介
4月より入職しました永田です。地域のお役に立
てるよう頑張りたいと思いますのでよろしくお願
いします。

永田 浩貴
医　局／副医長

精神保健福祉士として1年目で、緊張や不安が
ありますが、患者様に寄り添い、笑顔で一生懸命
頑張りますのでよろしくお願いいたします。

川村 真裕美
地域サービス科／精神保健福祉士

看護師６年目になりますが、精神領域は初めての
経験です。わからない事ばかりだと思いますが、
勉強して早く仕事に慣れるよう頑張りたいと思
います。

下田　諭
東６病棟／看護師

卒業したばかりで右も左も分からない状態です
が、これから多くのことを学び、患者さんとの信
頼関係を築いていきたいです。よろしくお願いし
ます。

櫻井 映里香
東５病棟／看護師

本年度より当院で勤務させていただくことになり
ました。これまでの経験を活かし、さらに様々な
ことを学んでいきたいと思います。よろしくお願
いします。

五十川 武史
リハビリ科／作業療法士

精神科病棟勤務は初めてですが、患者さんに向
き合い寄り添う気持ちを大切に看護していきた
いと思います。

今村 直美
東４病棟／看護師

実習で認知症をもつ患者様を受け持たせていた
だき、精神看護に興味を抱きました。患者様に寄
り添い、支える看護師になれるよう頑張ります。
よろしくお願いいたします。

中村 弥生
７病棟／看護師

職場マナー
ポスター

認定看護師による無料相談

無料相談開催日時

精神科急性期や慢性期のコンサルテーション、研究指
導、院内教育の活動を行っています。
また、外部の研修会等の企画・運営・実施等の活動も行
っています。

村岡 大志
精神看護専門看護師

認知症により、思いを伝えることが難し
くなった患者様が入院生活を穏やかに
過ごすためには、チーム協働による援助
が大切です。スタッフと一緒に患者様の
気持ちに寄り添った看護を実践します。

河田 和之
認知症看護認定看護師

隔離や拘束などの行動の制限をできる限
り行わず、患者様が安心安楽な入院生活
を送れるように支援していきます。また、1
日も早く地域で生活できるように、ご家族
も含めて支援する活動をしていきます。

太田 政秋
精神科認定看護師

新しい認定看護師の紹介

専門看護師
の紹介
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