
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

当院では、（財）日本医療機能評価機構

による「病院機能評価」を受審し、この

ほど認定されました。これは、病院の運

営状況や質の評価を第三者が認定するも

ので、当院では平成 15 年 12 月に初めて

認定を受け、20 年に更新し、今回が 3 度

目の認定となります。 

今後とも、患者さまにより良い医療を提

供するため、認定病院としての誇りを持

ち、受審を通して得た知識や経験、改善

意識、職員や職種間のヨコの連携などを

日々の活動に活かしていきたいと思いま

す。 

 

 

 

 
 
当院の最寄り駅は相鉄線の「三ツ境駅」です。そこで、三ツ境の名前の由来を探してみま

した。 

（１）1889 年(明治 22 年)から 1939 年(昭和 14 年)にか

けて存在していた都筑郡二俣川村(大字二俣川)と、都

岡村(大字下川井)、鎌倉郡中川村(大字阿久和)の３村

の境を意味する･･･。 

（２）三ツ境の「境」は「橋」であり、3 つの橋があった･･･。 

（３）旭区東希望が丘の三経山長楽寺に関係した仏教の

「密教」に因む･･･。 

など、諸説があるようです。 

〔写真は相鉄線三ツ境駅：標高は 76mで、相鉄の駅で最も高いそうです。〕 
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患者さまを中心として、質の高いかつ安全な医療を提供します 
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ドクターカーの祝福式が行われました 

このほど、13 年余り使用していた当院のド

クターカーを更新しました。3 月 24 日に祝

福式が行われ、聖マリアンナ医科大学で教鞭

を執られている小田神父と共に今後の安全運

行をお祈りしました。 

今までのドクターカーはトラックを改造し

たものでしたが、今回、納車された車両はワ

ンボックスの乗用車がベースになっているた

め、ソフトな乗り心地で密閉性が良く、車内

に聞こえるサイレン音が小さいという快適な

居住性を備えています。 

 

なお、この車両は、一般の救急車とは異

なり、当院の医師が同乗して患者さまを他

の医療機関へ緊急搬送する際などに使用し

ます。 

     

左側が新しいドクターカーです。文字が反転して

いるのは、前を走る車がバックミラーで見たとき

に正しく読めるためです。 

 

 

 

 

喫茶室がリニューアルオープンしました 

地下１階に「ＫＥＹ’Ｓ ＣＡＦＥ 西部病院

ＣＡＮＯＮ店」がオープンいたしました。おし

ゃれな看板、明るい店内です。どうぞ、落ち着

いたひとときをお過ごし下さい。営業時間は次

の通りです。 

・外来診療日：8 時～19 時 

・外来休診日*：11 時～19 時 

なお、院内では他に地下 1 階の食堂、1 階の

コンビニエンスストア内のスペースで飲食が可

能です。併せてどうぞご利用下さい。 

＊外来休診日 

第１・第３土曜日、１０月第２土曜日(開学記念日)、日曜日、祝日、 

年末年始(12 月 29 日～１月３日)） 
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シリーズ 「認定看護師について ①」 

 

認定看護師とは、特定の看護の分野（現在 21 分野）において、

熟練した看護ケア技術と知識を使って高度な水準の看護実践がで

きる看護師のことをいいます。 役割としては認定分野の看護実践

とともに、患者・家族の皆様、医療スタッフへの指導や知識の提供、

相談などもあります。 

認定看護師になるためには、分野ごとに決められた半年～1 年間程度の研修を受け、

認定試験に合格する必要があります。また、5 年ごとに資格更新の必要があり、常に

最新の知識や技術を持ち続けるよう努力しています。 

現在当院には、日本看護協会の研修を受けた認定看護師が９名活動しています。  

認定分野と人数は以下の通りです。 

緩和ケア 1 名、がん化学療法 1 名、救急看護 3 名、新生児集中ケア 2 名、 

手術看護 1 名、感染管理 1 名 

今後も様々な認定分野の認定看護師を増やし、質の良い看護ケアを提供させていた

だければと考えております。 

他に、看護協会の認定制度ができる以前に海外で皮膚・排泄ケア分野の資格を取得

した看護師や学会認定の看護師も活動しています。認定看護師の活動内容については

次回からシリーズでご紹介する予定です。院内で認定看護師を見かけましたら、どう

ぞお気軽にご相談ください。              〔看護部 西出 薫〕 

 

 

 
 
 

・朝早くから、病院の玄関前に新聞やハンカチを置いて順番を取る人がいる。 

・外で待つのは大変なので、中へ入れて欲しい。 

 

当院からの回答 

ご予約のある再診の方の受付(再診機ご利用)は、午前 7 時から始まります。防

犯上、それまでは玄関の扉を開けておりません。患者さま同士のトラブルにもな

りますので、順番待ちのために午前 7 時前から並ぶことや物を置くこと等はご遠

慮下さい。初診の方(紹介状をお持ちの方、再診予約のない方を含む)の受付は 8

時 30 分から、また、外来診察の開始は通常 9 時からとなっています。なお、ご

入院中の患者さまへの対応や緊急手術、急に具合が悪くなった方への対応

などで、診察の開始が遅れる場合があります。どうぞご了承下さい。 

 

 

患者さまのご意見から 
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市民公開講座について 

当院では、市民向けの公開講座(無料)を開催しています。今後の

スケジュールは次の通りです。どうぞ、お気軽にお出かけ下さい。 

なお、事前申込みが必要なものがあります。詳細は、開催日時が

近くなりましたら、院内掲示、当院ホームページ等でご確認下さい。 

 

                                  〔写真：昨年度の市民公開講座の様子〕  

内容 日時 場所 講師・案内役等 定員･申込等 

リウマチ･膠原病内科 

院内セミナー（疾患の診

断･治療のレクチャーなど） 

6 月 14 日

（ 土 ） 13:30

～15:00 

当院３階講堂 
当院リウマチ･膠原病内科医

師 ほか 

当日直接会場へ 

お越し下さい 

市民公開講座 

「肺の生活習慣病 COPD 

あなたの肺年齢は？」 

6 月 28 日

(土 )14:00～

15:30 

瀬谷区役所５階

大会議室 
当院呼吸器内科医師 ほか 

腎臓病セミナー 
8 月 30 日

(土)13:30～ 
当院３階講堂 

当院腎臓･高血圧内科医師 

ほか 

救急の日のイベント 
9 月 6 日

（土） 

二俣川駅改札 

コンコース 

当院救命救急センター看護

師 ほか 

横浜市西部地区子ども 

健康フォーラム 

11 月 8 日

(土) 
当院３階講堂 当院小児科医師 ほか 

事前申込み必要 

(後日院内配布のチラ

シ等をご覧下さい) 

脳卒中最前線 
12 月 21 日

(日) 

県民共済 みら

いホール 
当院脳神経外科医師 ほか 

先着 300 名。当日

直接会場へお越し

下さい 

※詳細は、開催前に掲示される院内のチラシや、当院のホームページ等でご確認下さい。 

 

 
 

当院は原則として「初診紹介制」となっています。初めて受診されるときは、地域医療機関（かかり

つけ医等）からの「紹介状」をお持ちください。次の診療科では初診時に予約制を実施しております。

詳しくは、院内のチラシ、ホームページまたは、総合案内、地域医療連携係にてご確認下さい。 

【初診紹介予約制実施診療科】 

血液内科、リウマチ･膠原病内科、腎臓･高血圧内科、呼吸器内科、一般外科の乳腺内分泌

外来と甲状腺外来（このほか、眼科も６月から予約制を実施いたします）。 

【当院の休診日】 

日曜日､国民の祝日､第 1・3土曜日､開学記念日(10月第 2土曜日)､ 

年末年始(12月 29日～1月 3日) 
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