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“あつさと”は、年2回のペースで発行を予定しております。医療機関、施設、
来院者、地域住民の方など関わり合いのある皆様に色々な角度から今後お知
らせしたいと考えております。次号は、秋に発行を予定しております。

厚木佐藤病院 広報委員会
海老原、山田（志）、鍛代、村越、
吉田、須貝、内海、大木、松本
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医療法人社団 藤和会 厚木佐藤病院
〒243-0125 神奈川県厚木市小野759

※祝日は休診となります。
※診療科は、曜日によって異なります。
お電話またはホームページからお問い合わせください。

診療時間　月曜～土曜

午 前

午 後

再　　 診　  9:00～12:00
新患・初診　  9:３0～1１:00
再　　 診　14:00～17:00
新患・初診　14:00～15:30

住 所

基本理念

交通のご案内（バス）

TEL

診療および医療相談に
ついてはこちら

046-247-1211
FAX046-247-6552

TEL

入院相談についてはこちら
医療サービス課

046-258-6663
FAX046-247-1247

月・火、木～土（祝日は除く）　9:30～16:00 http://www.touwakai.com

ホームページもぜひご覧ください！
厚木佐藤病院 検索

●小田急線「本厚木」駅東口下車
厚木バスセンターより9番のりば
「森の里」行き（赤羽根・高松山経由以外）
「七沢」「神奈川リハビリ」「広沢寺温泉」行き→
「小野橋」下車

●小田急線「愛甲石田」駅下車
3番のりば「七沢病院」行き→「小野橋」下車
4番のりば「森の里」「松陰大学」
「日産先進技術開発センター」行き→
「小野橋」下車
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厚木佐藤病院 基本理念と行動基準

外来リニューアル

心と体の健康を守る質の高い地域医療の提供

行動基準 ・患者さんに寄り添い真心と責任を持って接しよう
・スタッフ全員で作るチーム医療をしよう
・学ぶ姿勢を持ち医療の質を高めよう
・常に考え安全で効率的な医療を目指そう
・健康に気を付け元気に業務にあたれるようにしよう

　新型コロナウィルス感染防止対策の一環として、外来待合室
をリニューアルしました。
　中待合室を無くし、密にならないよう、余裕をもった配置で
レイアウトしております。

TEL 046-247-1211認知症疾患医療センター



厚木佐藤病院 院長

佐藤 史朋

　日頃より厚木佐藤病院をご利用頂きありがとうございます。また多くの医療機関や
施設様においても日頃からの地域連携にご協力頂きありがとうございます。
　この度、病院広報誌「あつさと」を刊行することといたしました。
　この広報誌では、病院内での診療案内、病気について、スタッフについて、院内での
イベントなどを順次紹介していく予定です。厚木佐藤病院では現在どんなことをやっ
ているのか、どんな人が働いているのかをわかってもらい、もっと身近に顔がわかる医
療を行っていく手助けになれば良いと思います。
　当院は、開院から38年が経過し、外来診療、急性期病院、リハビリと療養を行う病院、
認知症の治療などいろいろな機能をもつ病院として、厚木・伊勢原地域で診療を行っ
てまいりました。病院としては184床と中小規模の病院となりますが、診療内容は一般
的な内科疾患はもとより、呼吸器疾患では内科と外科の両方に対応できる病院、血液
疾患に対応できる病院、認知症や精神科の対応が出来る病院として、圏央地区でもか
なり特色のある診療内容で行っています。近年では新人や中途入職者をはじめとする
職員への教育の重要性を感じ、教育部門を立ち上げて指導にあたっています。
　今後も当院の基本理念「心と体の健康を守る質の高い地域医療の提供」を目指して
努力していきますのでよろしくお願いいたします。
　また、今年3月に発生した認知症病棟での新型コロナウイルスクラスターに関して皆
様には大変なご心配をおかけしました。この場を借りてお詫び申し上げます。現在も
医療機関や老人施設は新型コロナウイルスの緊張感の中で診療、看護、介護にあたっ
ています。ワクチン接種が進み、一刻も早い収束を願って、挨拶とさせて頂きます。

「あつさと」発刊にあたってのご挨拶
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厚木佐藤病院のご紹介
基本理念 心と体の健康を守る質の高い地域医療の提供

施設案内

病床数 184床（一般病棟48床、地域包括ケア病棟43床、療養病棟39床、精神病棟54床）
診療科 内科

一般外科
精神科
整形外科

血液内科
呼吸器外科
神経内科
皮膚科

呼吸器内科
消化器外科

眼科

消化器内科
形成外科

泌尿器科

糖尿病内科

呼吸器センター

内科・・・・・・・・・・

本館 1階

外科・・・・・・・・・・
精神科・神経科・
他・・・・・・・・・・・・

診療時間 月曜～土曜日 午前9時～12時 午後14時～17時
外来

院内処方を実施しております。
薬局

専門の相談員がご入院の相談から、入院中の生活、退院後の
生活等における様々なご相談に応じております。

医療福祉相談室

神奈川県からの委託事業であり、認知症専門医療の提供と
介護サービス事業者との連携を行う中核機関の役割を担っ
ております。

認知症疾患医療センター

本館 2階

超音波、心電図、脳波、肺機能等
検査課

16列マルチスライスCTスキャン、X線、骨密度測定
放射線課

各検査を迅速に行います。
内視鏡室

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の専門スタッフが患者
さんの病状に合わせて様々なリハビリテーションを行ってお
ります。

リハビリテーション課

本館 3階（A病棟）

48床　急性期疾患の治療を行う病棟です。
一般病棟

本館 5階（C病棟）

39床　療養やリハビリが必要な患者さんの対応を行います。
療養病棟

旧館 2階・3階（D病棟・ふれあい棟）

54床　主に認知症の治療および療養
やリハビリを行う病棟です。

認知症治療病棟

ヘルスウィング 1階

事業所健診、施設健診等団体様の健
診、人間ドックも行っております。

健診センター

PCR検査（LAMP法）により、新型コ
ロナウイルスの検査を行っております。

遺伝子検査室

ヘルスウィング 3階

主に呼吸器系（肺癌、気胸等）の手術
を実施しています。

手術室

本館 4階（B病棟）

43床　急性期の治療を終えた患者さんの在宅復帰に向けた
療養やリハビリを行います。

地域包括ケア病棟

外来待合室

春の病室からの風景

リハビリ職員による歌リハ
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新人看護職員が入職しました
　今年は、8人の新人看護職員が入職しました。在学中も新型コロナウィルスの影響で、思うように学
生生活を進めることが難しかったと思います。当院に入職後は、約1ヶ月間毎日研修をしっかりと受け
技術を身につけてきました。
　現在、各病棟に配属され、研修と実務の差を実感しながら各々勤務しております。まだまだ至らな
いことがあるかと思いますが、温かい目で見守っていただけたらと思います。

①東京都です。
②ミュージカル鑑賞が好きです。
③体調を崩さず、1年間乗り越えること！

出身校
・東海大学 健康科学部看護学科
・日本保健医療大学 保健医療学部看護学科
・厚木看護専門学校（2名）
・世田谷中央看護高等専修学校（2名）
・積善会看護専門学校
・東京都立南多摩看護専門学校

①神奈川県です。
②韓国ドラマと1人カラオケが好きです。
③患者さんに「あなたがいると安心す
　る」と思ってもらえるように、患者さん
　の心に寄り添った看護ができるように
　なっていきたいです。

①神奈川県です。
②ハイキングが好きです。
③基本的な知識と技術をしっかりと身に
　つけて、患者さんの機能を最大限活か
　し残存機能の維持・向上に繋げること
　や、日々少しでも自尊心や自己肯定感
　を高められるような関わりをおこなえ
　る看護師になりたいです。

質問内容
①出身地
②○○が好き
③看護師としての目標

①神奈川県です。実家は海の近
　くです。
②スイーツ・お菓子が好きで
　す。
③患者さんの気持ちに寄り添っ
　て関わることができ、個別性
　に合わせた看護ができるよう
　になることが目標です。

①神奈川県です。
②音楽が好きです。
③新人らしく、元気に頑張ります！

※マスクは、撮影直前に外しております。

①神奈川県です。
②サッカーと動物が好きです。
③地域医療に貢献できる看護
　師になりたいです。

①住みたい町ランキング1位の
　厚木です。
②猫と音楽、描写、イラスト、散
　歩が好きです。
③患者さんが自ら回復に向かっ
　ていけるようサポートし、患
　者さん一人一人の心に寄り
　添える看護師になります。

①大阪府です。
②旅行＋おいしいものを食べることが好きです。
③看護師としての知識をしっかりと自分のものとするため、日々勉強を
　続け、患者さんが何を必要としているか、また苦痛になっていること
　は何かなど患者さんの立場に立って考え、患者さんとそのご家族の
　心に寄り添った看護ができる看護師を目指します。

看護部職員教育風景
　当院では専従の教育担当者により、新人看護職員一人ひとりの細やかな指導が行えるようになって
います。新人教育および中途入職者、潜在看護職の方々の教育にも力を入れております。

看護部 職員募集
　当院で一緒に看護に携わっていただける方を募集して
おります。
●院内託児所があり、ママさん看護師も働きやすいです。
●職員寮完備（送迎あり）で、単身者も安心して働けます。
●教育制度に力を入れており、未経験者もしっかりサポー
　トします。
●直接応募された方に入職祝い金を支給しています。
お問い合わせ先：TEL 046-250-5160（人事課 鈴木）

カルガモ新人教育
　当院では、教育専従担当者が新人を引き連れ
ながら指導するさまがまるでカルガモ親子のよう
に見えることから、このネーミングが付きました。
　確実に看護技術や知識を身に付け、自立するの
を支援しています。

中途入職者および潜在看護師教育
　毎月定期的に教育専従担当者がオリエンテーショ
ンを行い、看護技術の現状や課題の明確化を図り、
経験のない看護技術を習得し実務につなげられるよ
う安心して業務遂行に向けた支援をしています。

クリニカルラダー・
キャリアラダー研修
　令和2年度より厚木佐藤病院看護部では、クリニ
カルラダー・キャリアラダーを導入しました。これ
は段階的な能力開発・評価システムで、看護師の
能力やキャリアを開発する指標となるものです。
　当院では、主体的に学ぶ教育体制づくりを実施す
ることで看護の質の向上を図り、地域医療に貢献で
きる右記のような人材の育成を目指してまいります。

●急性期から在宅に向け継続した看護が提供できる看護職
●患者の尊厳を守り個別性のある看護を提供できる看護職
●専門職業人として個々のキャリア形成に向けた行動がと
　れる自律した看護職

http://www.touwakai.com/job.html

詳しくはホームページをご覧ください！
厚木佐藤病院 検索

昇給年1回、賞与年2回、期末手当支給、
交通費実費支給

看護師・准看護師

待 遇

職 種
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検査案内 16列マルチスライスCT装置

知っていますか？「COPD」
　COPDは慢性閉塞性肺疾患の略で、肺気腫や慢性
気管支炎と呼ばれる病気の総称です。基本はタバコ煙
中の有害物質により肺が炎症を起こしたり壊れたりし
ている病態で、肺癌の発生も高くなる傾向があります。
　症状としては労作時の息切れなどが主です。CTを
はじめとする画像検査や肺機能検査で診断をすること
ができます。
　治療としてはまずは禁煙です。禁煙をしても肺が再
生して正常になることはありませんが、進行は止まり、
炎症がおさまることにより痰などの自覚症状が減りま
す。それ以外には吸入薬投与が一般的な治療です。先
に述べましたように肺は再生しませんが、吸入薬は残った肺の残存機能を有効に使えるように手助け
するものです。
　タバコを長年吸っていて、最近息切れが増えた方は、ぜひ当院呼吸器科にご相談ください。

担当医師：呼吸器内科 佐藤（史）、石井（水曜日は除く）

　当院では、高性能の16列マルチスライスCT装置を設置
しております。
　この検査では、患者様が横になるだけで苦痛なく頭部・胸
部・腹部の断層像（輪切り）が鮮明に撮れます。検査はとて
も簡単で短時間ながら広範囲の撮影が行うことができ、頭
部外傷・脳出血・脳梗塞等の頭部疾患から胸部疾患および腹
部内臓（肝・胆・膵・腎・膀胱・その他）疾患にいたるまで、全
身の診断が可能です。当院のCTでは、1mm単位での小型
病変の撮影や3D画像の作成が可能です。
　心理的に圧迫感が少ない大きな間口や丸みのあるフォル
ムなので、リラックスして検査をお受け頂けます。（図1）
　また、新しい画像再構成技術により、従来の約1/5の放射
線被曝で済み、金属による画像への影響を減らすこともで
きます。
　一例として、体内に金属の入った患者様が検査を受けた後（図2）、画像データを処理することで、
金属により欠けた部分を補完して取り戻す（図3）ことができます。
　体調などで気になることがある方は、一度受診してみてください。くわしい検査内容は、医師また
はスタッフまでお気軽にお尋ねください。

図1

図2 図3

厚木佐藤病院 併設 介護老人保健施設 こまちのご紹介

入所では、年間を通じて行事やクラブ活動を行い、日々の生活を楽しんでいただきながら療養生活を
送っていただいております。

住み慣れた地域で安心して過ごせるようお手伝いをさせていただきます。

2F

50床（短期入所療養介護 含む）
入所　認知症専門棟

3F

50床（短期入所療養介護 含む）
入所　一般棟

七夕 こまち祭（文化祭） ボランティア活動

居室 ラウンジ 足湯

厚木佐藤病院 併設 介護老人保健施設 こまち
〒243-0125 神奈川県厚木市小野763-1住 所

TEL 046-247-1239 FAX 046-247-5871

1F
通所リハビリテーション
訪問看護ステーション
居宅介護支援事業所
訪問リハビリテーション
事務所
診察室（歯科有り）
栄養課　
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編 集
後記

医療法人社団 藤和会 厚木佐藤病院
〒243-0125 神奈川県厚木市小野759

※祝日は休診となります。
※診療科は、曜日によって異なります。
お電話またはホームページからお問い合わせください。

診療時間　月曜～土曜

午 前

午 後

再　　 診　  9:00～12:00
新患・初診　  9:３0～1１:00
再　　 診　14:00～17:00
新患・初診　14:00～15:30

住 所

基本理念

交通のご案内（バス）

TEL

診療および医療相談に
ついてはこちら

046-247-1211
FAX046-247-6552

TEL

入院相談についてはこちら
医療サービス課

046-258-6663
FAX046-247-1247

月・火、木～土（祝日は除く）　9:30～16:00 http://www.touwakai.com

ホームページもぜひご覧ください！
厚木佐藤病院 検索

●小田急線「本厚木」駅東口下車
厚木バスセンターより9番のりば
「森の里」行き（赤羽根・高松山経由以外）
「七沢」「神奈川リハビリ」「広沢寺温泉」行き→
「小野橋」下車

●小田急線「愛甲石田」駅下車
3番のりば「七沢病院」行き→「小野橋」下車
4番のりば「森の里」「松陰大学」
「日産先進技術開発センター」行き→
「小野橋」下車

アクセスマップ

介護老人保健施設こまち

厚木佐藤病院

新東名高速
新東名高速 東名

高速
東名
高速

伊勢原JCT 厚木西I.C.

東名厚木I.C.

❹番
「小野橋」バス停

❸❾番
「小野橋」バス停

愛甲石田駅

本厚木駅

小
田
急
線

小
田
急
線

国
道
１
２
９
号

国
道
１
２
９
号

国
道
24
6号

国
道
24
6号

↓伊勢原 ↓平塚↓小田原

↑津久井・清川村
海老名
→

厚木佐藤病院 基本理念と行動基準

外来リニューアル

心と体の健康を守る質の高い地域医療の提供

行動基準 ・患者さんに寄り添い真心と責任を持って接しよう
・スタッフ全員で作るチーム医療をしよう
・学ぶ姿勢を持ち医療の質を高めよう
・常に考え安全で効率的な医療を目指そう
・健康に気を付け元気に業務にあたれるようにしよう

　新型コロナウィルス感染防止対策の一環として、外来待合室
をリニューアルしました。
　中待合室を無くし、密にならないよう、余裕をもった配置で
レイアウトしております。

TEL 046-247-1211認知症疾患医療センター


