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健康講座のお知らせ 
 済生会平塚病院では、毎月 地域の方に対して健康講
座を開催しています。また平塚市・大磯町・二宮町内
の公民館、教育機関、自治会、市民団体等からのご要
望に対して出張講座も行っています。詳細は「地域連
携室」までお問い合わせ下さい。 
  
～第224回 健康講座のご案内～ 
 テーマ：「介護保険のウソ・ホント」 
 講 師：荒川 明美 介護支援専門員 
     （済生会平塚訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ宅介護支援事業所） 
 日 時：平成27年8月26日 水曜日 
      午後2時45分～3時30分 
 会 場：済生会平塚病院  
      3F レクリエーションルーム 
 参加費：無料 



① 申　ネ　土　ネ

② 見　ヒ　立　木　日　扌

③ 世　口　三　ー　艹　木

④ 立　心　シ　日　主
＊答えは４ページ

　　　○○はどうなっているの？・・・などなど

 Ｑ＆Ａ コーナー
チャレンジ　「 漢字合体クイズ」

　　　　　　　組み合わせると漢字の熟語になります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　(ちょっと苦しいのも…)

　　　　お問合せの多いご質問にお答えしていきます。

～　２　～

なでしこちゃんからの「挑戦状11」

２７ 
月号   

Public Relations Magazine. 

生活困窮者を救済する事業「なでしこプラン」 
  その一環として行われた無料健康診断をご紹介します。 

 横浜寿地区は横浜市中区寿町周辺の街を含めた
250ｍ四方の地域で、大阪の「あいりん地区」、
東京の「山谷地区」とともに日本の「三大寄せ
場」の一つとして数えられている場所です。 
  
 日雇い労働者の簡易宿泊所が100軒以上立ち並
び、約6,600人が宿泊しています。しかし、最近
では住民の高齢化が急速に進み、生活保護受給者
が約80％を占める福祉の街に変貌しています。 

 
 
 

神奈川県済生会と静岡県済生会が協働し、横浜寿地区で無料健康診断を行いました。 

 今回の無料健診は済生会創設の原点である「施薬救療」の使命と、現代において新たな形で生
まれ出ている生活困窮者の救済を目的とする「なでしこプラン」事業から、神奈川県済生会と静
岡県済生会と協働して企画実施し、寿町勤労者福祉協会・寿炊き出しの会の協力のもと行われま
した。 
 
 神奈川県済生会からは済生会横浜市東部病院・神奈川県病院・済生会横浜市南部病院・済生会
若草病院・済生会平塚病院の各病院から医師・看護師・検査技師・事務・医療ソーシャルワー
カーが参加。 
 静岡県済生会からはレントゲン検診車が、放射線技師・医療ソーシャルワーカーらスタッフと
共に参加し、総勢25人体制での実施となりました。 
 視力、聴力、採血、血圧、胸部X線、診察を行い、場所によっては順番待ちになる 
所もありましたが、空いている検査に誘導し、スムーズに検査が行われました。 

 今まで横浜市が行っていた寿地区の検診は、レント
ゲン検査は行っているものの今回のような総合的な検
査はなかったため、横浜市や寿町勤労者福祉協会等の
関係者から感謝の言葉をいただきました。 
 これを契機に、平成27年度も引き続きこの事業を
実施していく予定です。 

 平成27年2月20日午前10時より2時間にわたって「なで
しこプラン」の一環として、横浜寿地区無料健康診断を寿町
総合労働福祉会館前広場で初めて行い、53人の方が健診を受
けられました。 

紹介状がないと初診時に別料金が 
掛かるのですか？ 

当院は200床未満の病院なので、 

紹介状がなくても自費（選定療養

費）のご請求はありません。 
200床以上の病院に紹介状を持たずに初診で 

受診した場合、自費が発生することがあります。 



～　３　～

第２駐車場のご案内

 屋外で過ごす機会が増えるこれからの季節。 
 蚊に刺されるとかゆいだけでなく、デング熱などの病気に感染するリスクがあります。 
 肌の露出を減らす、虫よけを上手に使うなどして蚊に刺されないようにしましょう。 

虫刺されから身を守ろう！ 

 デング熱のウイルスを媒介するのは、「ヒトスジシマカ」です。 

 蚊が卵を産みやすい不要な水たまりをなくすなどして、蚊の発生を防ぎましょう。 

虫よけスプレーなどを 
 
    使用しましょう 虫

よ
け 

屋外では長袖、長ズボンを  
  
サンダルも注意 
  

＜デング熱の症状＞ 
・38℃以上の発熱 ・頭痛 
・関節痛    ・筋肉痛 
・血小板減少  ・白血球減少など 
 
 蚊に刺されたあとに高熱などの症状が
出たら、医療機関を受診をしましょう。 

鉢植えの水受けなども注意。 
 
こまめに水を捨てましょう 

庭に放置された空き缶や
古タイヤなどは水が溜ま
り、蚊の産卵場所に… 

「○○ダイエット法」 効果はいかに・・・ 
～食事編～ 

 リンゴ、バナナ、枝豆、ココア、きなこ、ヨーグルト、オリーブオイル、 
ココナッツオイル、低炭水化物・・・ 
 これらの食品に共通することは、なんでしょう？ 

 ハーバード大学公衆衛生大学院のエリック・リム教授（栄養疫学）は、人気のあるダイエット
について、本当に効果があり科学的な裏づけがあるか調べました。 
 その結果「たくさんのダイエットが流行して消えていくが、確実に減量効果のある特効薬のよ
うなものはないという結論に落ち着いた」と述べています。 

 また、日本糖尿病学会は、糖尿病治療においては、炭水化物制限の食事は短期間では体重減少
をもたらすが、長期的な安全性は証明されていないという見解を示しています。 
 
 簡単そうで気軽に取り組めそうな〇〇ダイエット法。ある一つの食品のみに偏った方法にこだ
わらないほうが害が少ないようです。特に持病をお持ちの方は、注意が必要です。 

参考：もっとも効果的なダイエットはどれ？（糖尿病ネットワークhttp://www.dm-net.co.jp.calender/2012/018817.php.）  

    糖尿病における食事療法の現状と課題（日本糖尿病学会，2013年3月） 

 そうです、かつて人気になったり、今、流行りのダイエット法。 

 書店に行くと、たくさんのダイエット関連の本が並んでいますし、インター
ネットで調べてもたくさんの食品が紹介されています。 
 ダイエットに関心がある方は、何か試してみたことがあるのでは？ 一時期、
スーパーではいつもバナナが品切れだったなんてこともありましたね。 
 さて、効果のほどはいかがでしたか？ 

神奈川県済生会と静岡県済生会が協働し、横浜寿地区で無料健康診断を行いました。 



～なでしこちゃんからの挑戦状【答えあわせ】～
① の答え → 神　社
② の答え → 親　指
③ の答え → 言　葉
④ の答え → 注　意

診療表は変更する事がありますので、病院窓口またはﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで最新情報をご確認下さい。

【　See  You  Next  Issue！ 　】

編集；済生会平塚病院 広報委員会 
発行者；武内典夫（病院長） 
発行日；平成２７年７月２７日 
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【アクセス】 
電 車  
 ⇒ＪＲ平塚駅下車 
バ ス 
 ⇒（北口）約１０分  
  秦野駅行営林署前下車 
徒 歩  
 ⇒（西口）約１５分 
車  
 ⇒国道1号線、県道61号 
   を曲がってすぐ。   
駐車場  
 ⇒第1と、第2駐車場 
       があります。 

 
 
 済生会平塚病院の 
  ホームページもご覧ください。 

済生会平塚病院 検索 

 
   

  

 暑い夏を乗り切るには食事の量より質を

重視し、少なめでも１日３食しっかり食べ

る事が大切。中でも積極的に摂りたい栄養

素は・・・ 

 

 ビタミンB1 
 疲労回復効果 

ビタミンC   
 ストレスや暑さに打ち勝つ 

第２駐車場のご案内 

 第2駐車場をオープンい
たしました。 
(提携;Ｔimes) 
 
場所はバプテスト教会横
です。 

月 火 水 木 金 土

石垣 天木
①③田中

（秀）

②④今坂
橋村 石垣

田中（重） 出口 小神野 髙橋 清岡

橋村 石垣 ①③田中
（秀）

髙橋 小神野

今坂 今坂 小神野 植杉 今坂

午前 湯山
消化器科

坂口
消化器科

湯山
消化器科

橋村
睡眠時無呼吸

午後 橋村
睡眠時無呼吸

荻野 武内 原山
（宮﨑）

武内 三宅 荻野

宮﨑 三宅 立岩 荻野 宮﨑 立岩

内山

立岩

整形外科
専門外来

午後

　

③武内
股関節

①③野村
脊椎

午前 堀越 堀越

午後 堀越

形成外科
皮膚科

午前 小林

脳神経外科 午前 松前

森

青木

森

青木

午前 河村
午後 河村 小川
午前 看護外来 看護外来

午後 看護外来 看護外来

リウマチ科
膝関節

口腔外科

午前 森 森 森
東海大医師
（交代制） 森

内　　科
専門外来

整形外科

午前

三宅 清水 金城

済生会平塚病院　外来診療表
平成27年7月1日

午前

内　　科

午後

看護外来

午後

森
東海大医師
（交代制）

午後 森

横山

泌尿器科

蚊に刺されるとかゆいだけでなく、デング熱などの病気に感染するリスクがあります。 

 暑い日が続くと食欲がなくなり、つい
つい冷たい物を飲み過ぎたり、そうめん
やそばといった簡単な食事で済ませてし
まいがち。そうした食事の偏りはビタミ
ンやミネラル不足を招き、さらなる夏バ
テの原因となります。 

 

～夏バテを乗り切るには 

      「量より質」～ 

 食欲が無いときは 

       香辛料や薬味で 
   食欲アップ！！ 


