
並木病院は地域の発展を応援しています。 
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理念

愛をもって誠を尽くす
1.相手の立場・心情を尊重し、最善の方法 
　を継続して提供する。 
2.自らの行動に責任を持ち、絶えず評価・ 
　反省を怠らない。 

夏　号 

（シンボルマーク） 
2007.7.25認定されました 

就任挨拶 
　4月1日付で並木病院院長に就任致しました山本　子です。 

　私は、昭和44年に名古屋大学医学部を卒業後、研修を終え、

昭和46年から第一内科神経研究室で主に「１リットルの涙」

の著者、木藤亜也さんと出会うきっかけとなった脊髄小脳変

性症の眼球運動の研究に従事して学位を取得し、昭和55年に

名古屋保健衛生大学（現藤田保健衛生大学）に赴任しました。 

　当時、医師ですら精神科と間違える程、「神経内科」の認知

度は低い状況でしたが、大学の理事長・総長である藤田啓介

先生は、今後神経内科の発展と女性医師の増加は不可避と判断され、昭和63年、神経内科講

座を開設し、私を初代教授に任命されました。爾来、20年間、診療、教育、研究という大学

病院の使命達成にひたすら努力し、最後の4年は、分院である坂文種報徳会病院院長として経

営改善に腐心して定年を迎えました。 

　並木病院は、私の弟子達が患者さんの慢性期を学ぶ場として10年余のお付き合いがあり、

病院の誠実な経営方針を高く評価しておりましたので、院長にとのお誘いを歓んでお受けし

た次第です。 

　今後の日本の高齢社会において慢性期医療や介護が中心となり、それを担っていく体制と

して急性期を脱したら療養型病院へ、更に回復したら老人保健施設へ、そして自宅での療養

にはデイケアや居宅サービスを利用という流れです。 

　並木会は、療養型病院、老人保健施設、デイケア・居宅サービスステーションがあり、療

養入院から自宅療養の援助まで一貫した慢性期医療および介護体制を整え、急速に進む高齢

社会に対応した医療、介護に努力してまいりましたが、今後、益々増加かつ重症化する入院・

入所患者さんに即した施設の整備充実、職員の医療・介護の知識および接遇の向上などを計

って参りたいと存じます。 

　ご利用者およびその御家族そして地域の皆様の御理解、ご協力を切にお願い申し上げて御

挨拶と致します。 

並木病院　院長　山本　子  
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　「1割」負担の保険証または受給者証を交付された高齢者であっても、非課

税世帯の人は、申請により医療費の自己負担限度額や入院の食事代等が軽減

される制度があります。 

　この制度は申請により利用できる制度である為、対象であるのに利用でき

ていない方が多くいらっしゃいます。 

　下記に該当する方は一度問い合わせてみてはいかがでしょうか？ 

一部負担の減額申請はお済ですか？ 

対象者 ：高齢者（原則70歳以上）の「保険証」または「受 
　給者証」の「一部負担割合」が「一割」で、市町 
　村民税非課税世帯の人。 

軽減内容 ：入院先の病院や病状、条件によって軽減後の金額が異なります。 

1部負担上限（高額療養費）の軽減（1ヶ月） 

●入院 44,400円→24,600円もしくは15,000円　　●外来 12,000円→8,000円 

●入院中の食事軽減（1ヶ月）23,400円～41,400円→9,000円～18,900円 

看護部紹介 
　看護部長の苅田弘美です。平成21年4月1日から並木病
院看護部の体制が変わり、看護部長を拝命しました。各病
棟に新しく師長・主任（看護主任・介護主任）も配属され
ました。看護部一同力を合わせて、患者さま・ご家族の皆
さま方に安心して療養していただけるよう努力していきます。
どうぞよろしくお願いします。 
　１Fフロアーに相談コーナーを設け、月曜日から金曜日
の9：30から12：00の時間で看護部長・各科の師長が対応させていただきます。
現在入院中の患者さまについてのご相談やご意見、ご自身の健康相談、介護相談
等を承ります。気軽にお声をかけてください。 相談コーナー相談コーナー相談コーナー

¡月曜日：5階病棟・透析・外来師長（棚橋康子）　¡火曜日：看護部長（苅田弘美） 
¡水曜日：3階病棟師長（笹野佐代子）　　　　　　¡木曜日：2階病棟師長（大草さと子） 
¡金曜日：4階病棟師長（高橋律子） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第24回創立記念式典・第13回研究発表会 

　平成21年4月25日（土）名古屋国際会議場において第
24回創立記念式典・第13回研究発表会が開催されまし
た。約300名と多くの職員の出席があり、「江戸曲独楽・
柳家三亀司氏」、「落語・雷門獅篭氏」を迎え昨年とは異
なった記念講演となりました。研究発表
会では、今年はテーマに「看取り」を取
り入れ、今後の研究へと繋がる職員の自
己研鑽の場となりました。 
　その後の懇親会にも330名の出席があ
り、日頃接する機会の少ない他施設・多
職種間の楽しい交流の場となりました。 
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新
再 　針名（はりな）神社は、古来、

尾張の国を支配していた尾治（張）

氏の末裔、尾治の針名根連命（は

りなねむらじのみこと）を祀る神

社で、延喜式の神名帳に従三位針

名天神と記載され

ている歴史のある

神社です。年中行事も盛んで、天王祭

（7月第3月曜日（海の日））には疫病

退散の祭として見事な提灯が飾られま

す。自動車の騒音の中、深森にたたず

む静かな神社は、まるで悠久の古き時

代に戻ったようです。これから暑くな

る季節、是非、一涼の風を味わってみ

ては如何ですか。 

相談コーナー相談コーナー

食中毒にご注意を 

2008年 
食中毒報告件数 
　　　（愛知県） 

厚労省の調べ 

カンピロバクター（18件） 

不明（2件） 

ノロウィルス（11件） 

ぶどう球菌（5件） 

セレウス菌（3件） 

サルモネラ菌（7件） 

化学物質（1件） 

カンピロバクター 
家畜をはじめペット・野生動物の腸管、 
口腔などに常在 

ノロウィルス 
二枚貝の中腸腺に多く存在 

黄色ぶどう球菌 
人体や毛孔に存在（鼻腔内に常在） 

セレウス菌 
土壌などの自然界に多く分布 
健康な成人10人に1人の腸内に常在 

サルモネラ菌 
動物の腸管に生息する腸内細菌の1つ 
自然界（川・下水・湖）に広く分布 

 カンピロバクターやノロウィルス・サルモネラ菌は十分な加熱により食中毒から身を守れま
すが、黄色ぶどう球菌やセレウス菌は、100度の加熱でも死滅しない場合もあります。 
　従って、菌を増やし過ぎない事が重要となります。 

食中毒を防ぐ3つの基本は、食中毒菌を 

『つけない』『増やさない』『殺菌する』 『つけない』『増やさない』『殺菌する』 
①まめな手洗い　②器具や食器を清潔に保つ!　③料理は作り置きしない!

針名神社 

▲本殿 

天王祭▼ 

▲鳥居手前　桜が満開でした 

注意!



〒468-0013 名古屋市天白区荒池二丁目111番 

ホームページ：ht tp //www.namik i .or. jp /

平成21年10月3日（土）（週1回/土コース） 

平成22年  1月　予定　（週2回/火金コース） 

受講料60,000円　　定員30名 

担当　本木・服部　TEL 052‒848‒2000

厚生労働省教育訓練給付制度対象講座 

充実した 
実習施設 

外来診療 

■交通のご案内 
●公共交通機関でお越しの場合 
　地下鉄鶴舞線、平針駅または赤池駅より徒歩10分 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

関
連
施
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検査 

内科 内科 内科 内科 内科 内科 

循環器科 

循環器科 皮膚科 

胃カメラ 胃カメラ 胃カメラ 胃カメラ 胃カメラ 心エコー 

腹部エコー 腹部エコー 腹部エコー 腹部エコー 腹部エコー 

内科 内科 内科 内科 内科 

神経内科 

消化器科 

呼吸器科 神経内科 神経内科 

リハビリテーション科 リハビリテーション科 

午後 

午前 Ⅰ 

月 火 水 木 金 土 

Ⅰ 

Ⅱ 

人工透析 人工透析 人工透析 人工透析 人工透析 人工透析 

Ⅱ 

H２１.４.１時点。変更する場合もありますので、お問合せ下さい。 

アクセス 

ホームヘルパー2級講座開校 

ぼくの事、知ってるかな？

職員募集 

ミニ講演開催のご案内 

■看護師、介護職員、 
　臨床工学技士 
　（担当　看護部　苅田） 

■登録ヘルパー 
　（担当　地域交流課　本木） 

＊答えは次号にて 

＊前号の答え　皇帝ダリアでした。 

９：００ 
 

１２：００ 
〜 

１３：００ 
 

１７：００ 
〜 

TEL（052）848-2000  FAX（052）848-2020  

医療法人  並木会  

並木病院 
■並木病院別館地域交流室……… 
■並木クリニック………………… 
■グループホームほっと館なみき 
　 
介護老人保健施設 
■メディコ阿久比………………… 
■メディコ春日井………………… 
■メディコ守山…………………… 
■メディコ平針…………………… 

TEL（052）848-2067 
TEL（052）691-2000 
TEL（052）691-2515 
 
 
TEL（0569）48-1156 
TEL（0568）88-6000 
TEL（052）736-5585 
TEL（052）802-0023

カワウソくんによく
間違えられちゃうんだ。 
数年前に日本にやっ
て来たよ。 
病院の裏の繁盛川で
会えるかも？ 

特別養護老人ホームもありますのでご相談下さい。 

知って得する『めまい』の基本 
～どの科にかかったら良いか迷わないために～ 

日　時 平成21年7月28日（火）午前11時から12時 

場　所 並木病院  一階ロビー 

講　師 

申　込 総務課  服部  TEL 052-848-2000

お気軽に

ご参加

下さい
山本　子  先生（並木病院院長） 


