
安心・安全・満足 を
地域住民 の 皆さんに

１．私達は、心温かな快適で安らぎのある療養環境を

患者さん方に提供するように努めます。

２．私達は、患者さん方に分かり易い説明を心がけ、

患者さん方から信頼されるように努めます。

３．私達は、地域の中核病院であることを十分自覚し、

地域医療に携わる多くの方々と密接に連携するように

努めます。

４．私達は、地域に開かれた病院作りを目指し、健全経営

の維持に努めます。
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■ アクセス

○ 電車をご利用の場合

秩父鉄道「秩父駅」下車徒歩10分

西武鉄道「西武秩父駅」下車徒歩20分

○ 路線バス（西武観光バス）をご利用の場合

小鹿野線、秩父吉田線、久那線

「市立病院」バス停下車徒歩0分
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事 務 局 長 坂 本 雄 司

令和4年4月1日付けで、病院事務局長に就任しました坂本と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。日頃より、秩父市立病院の運営にご理解ご協力を賜り誠に

ありがとうございます。

新型コロナウイルス感染症の発生から２年以上が経過しましたが、国内においても

感染は未だ収まらず、新たな変異株の発生による感染拡大が繰り返されています。

医療現場においても緊張状態は続き、予断を許さない状況ではありますが、職員が一丸となってこの難

局に取り組み、安心・安全な医療を提供できるよう努めております。

皆様方には、入り口での体温測定や手指消毒のお願い、入院中の方の面会制限など、大変なご不便をお

かけしておりますが、ご理解、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

当院は1966（昭和41）年の開設以来、秩父地域の中核病院として、高度医療・救急医療・地域に不

足する医療の確保を追求し、地域住民の皆さんの健康維持・増進に必要な役割を担ってまいりました。ま

た、医療機関及び介護・福祉施設との連携協力体制を構築することにより、「ちちぶ版地域包括ケアシステ

ム」を推進し、医療・福祉の質向上に努めております。

今後も住民の皆様の期待に応えられるよう、より一層の改善・充実を図りたいと考えております。

世界では、インフルエンザの流行も見られるようです。皆様方におかれましても、基本的な感染予防に

ご留意頂き、穏やかな日々をお過ごし頂ければと思います。

最後になりますが、当院は今後も、病院の理念であります「安心・安全・満足を地域住民の皆さんに」

提供できる病院づくりを進めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。



日頃から見られる行動・心理症状（BPSD）と対応例

自分だったらどうしてほしいか、自分が

どうされたときに不愉快になるか、と一

歩下がって考えてみましょう。

本人は「失敗したとは思っていな

い」ということを理解したうえで

余計なことを言わないように対

応することが大切です。

●行動や言動を否定されたとき

●自分では正しいと思っているのに怒られたとき

●話を聞いてもらえなかったとき

●やりたいことを止められたとき

●自分のしたくないことをさせらたとき

●プライドを傷つけらたとき

認知症とは・・・

いろいろな原因で脳の細胞が死んだり動きが悪くなることによって、記憶・判断力の障害などが起こり、生活

に支障が出ている状態（およそ６か月以上継続）を言い、「中核症状」と「行動・心理症状（BPSD）」の二つの

症状があります。

「中核症状」とは、記憶障害、見当識障害、理解・判断力の障害、実行機能障害、感情表現の変化といった症状

で、周囲で起こっている現実を正しく認識できなくなります。

「行動・心理症状（BPSD）」とは、中核症状が現れることに加え、本人の性格や素質、環境や人間関係など様々

な要因が絡み合って起こる、うつ状態や妄想などといった心理面、行動面の症状です。

家族や周囲の関わり方が変わるだけでも行動・心理症状（BPSD）を予防したり、大きく減らすことができます。

具体的な対応例を含めて、認知症ケアのポイントを紹介します。

妄 想

【対応例】

・日頃より優しい声かけ

・家事の一部など役割の提供

・肩もみなどを通した相互のタッチコミュニケーション

※妄想の背景にある不安や孤独といった感情を和らげる

かかわりが何より重要

実際には起こりえないことや、

起こってもいないことを信じ込む

興 奮 突然怒り出し手を上げようとしたり

意固地になる

【対応例】

・原因がはっきりしない時はその場をいったん離れる

・歌など他の興味があることで注意をそらす

日頃から何か没頭できる作業や趣味（編み物、塗り

絵、みずやりなど）を見つけておく

※どうしても対応が難しいときは受診を！！

幻 覚 何もない所をさして「誰かいる」と

ひどく怯えたり話しかけたりする

幻 視 何もない所に物が見える

錯 視 何かを他の物と見間違える

【対応例】

・介護者が幻視に近づいたり、手を叩いたり、本人に

目を閉じてもう一度開けてもらうと幻視が消える

ことがある

・本人には見えていることを受け入れた上で、介護者

には、見えないことを伝えると自分だけが見えてい

ることを理解することが多い

・錯視の原因となっている刺激を取り除く

・特定の場所で幻視が生じる場合には環境を変える

※本人が環境調整に取り組むと有効



御寄贈

ありがとう

ございました

深津住建 代表 深津菊治様
から車イス１５台を寄贈して
いただきました。
外来や病棟で大切に使わせて
いただきます。
ありがとうございました。

小児科 医師 栗原 彬

（関越病院より）

おしらせ

看護師
募集中!!

詳しくは当院HP

をご覧ください。

参考文献：大誠会認知症サポートチーム（2018）「ポケット介護」楽になる認知症ケアのコツ㈱技術評論社

内閣府大臣官房政府広報オンライン「特集：認知症を知ろう」

う つ 意欲の低下や不眠、食欲の低下、無関心など気分が落ち込む

※認知機能の低下に伴いこれまで出来ていたことが出来なくなるといった失敗を多く

繰り返し、周囲から非難されてしまうことが増えていくうちに自信を無くし疎外感を

感じることでうつ症状があらわれることがある
【対応例】

・薬の服用

・心のサポート

温かみをもって本人のつらさに十分共感する

いつでも味方であり応援していることを伝える

できている、やれている部分を褒める

・環境づくり

認知機能低下に配慮した本人が落ち着いて過ごせる生活の場づくり

負担なく取り組める運動や趣味などを勧める

役割や生きがいを感じてもらえる場面づくり

当院では【ものわすれ・認知症ケア相談】を行っています。

最近もの忘れが多くなったと思われたり、認知症患者さんの症状のこと、対応方法などについて悩み

を抱えていませんか？そんな方や、御家族のお話をお伺いし、一緒に考えていく相談窓口です。

★日 時 個別相談 予約制

★費 用 無料

★対応者 認知症看護認定看護師・認知症ケア専門士

★連絡先 地域包括ケア病棟 認知症看護認定看護師 飯塚
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令和４年８月1日現在 秩父市立病院 外来担当医師一覧表

科目 月 火 水 木 金 土

池田 憲生

堤 健
勅使河原 正敏 荻野 太郎 玄 有希

田中 健丈

金子 桃刀

勅使河原 正敏

（交代制）

【総合診療科】

神山 英範

増永 瑞佳

【総合診療科】

加藤 寿

【心療内科】

岡田 奈緒子

（休診） 小林 智美 佐藤 純一

南里 桐羽

第3週AM

中埜 信太郎

（休診） （休診）

中原 守康 （休診） （休診） 中原 守康 （休診） （休診）

遠藤 裕平

第2．4週

鈴木 浩一

福岡 謙徳 遠藤 裕平 遠藤 裕平

遠藤 裕平

第1.3.5週

鈴木 康治郎

（交代制）

濵野 達也

10：00～

川口 拓也

川口 拓也

10：00～

濵野 達也

前野 佑太

10：00～

濵野 達也

濵野 達也

10：00～

川口 拓也

加藤 舞

10：00～

川口 拓也

（交代制）

大坪 隆 大坪 隆 大坪 隆 新島 宏之 新島 宏之 （交代制）

川沼 清一 上宮 奈穂子 （休診） 鈴木 幹男 川沼 清一
月１回

栗原 淳

猪野 直美

黒沢 大樹

猪野 直美

太田 充彦

猪野 直美

黒沢 大樹

黒沢 大樹

渡邊 諒子

猪野 直美

黒沢 大樹

猪野 直美

黒沢 大樹

内
科

心臓血管 奇数月の木曜日午後

神経内科 第2木曜日午後
心療内科・禁煙 第2(･4)土曜日午前
睡眠時無呼吸 毎週火曜日午後

リウマチ膠原病 毎週水曜日午前

小
児
科

内分泌 第1・3火曜日午後
神経内科 金曜日午後・月1回
心臓 第 2・3・4木曜日午後
アレルギー 木曜日午後・月1回
子どもの心 毎週水曜日午後

小児外科 第2・4火曜日午後
乳腺 第1・3・5週の金曜日の午前
化学療法 第2・4週の月曜日の午前

面会について

※ 予告無く担当医が変更となる場合があります。

ご了承ください。

■ 外来受付時間

■ 休診日

平日（月曜日～金曜日）午前8時から正午まで

以下の診療科は受付時間が異なります。

整形外科 午前11時00分まで
外科、泌尿器科 午前11時30分まで

循環器内科
火・水曜日 正午まで

第3木曜日 午前11時まで

脳神経外科

月・金曜日 午前11時30分まで
火曜日 午前11時まで
水・木曜日 正午まで

第2・4土曜日 午前8時から午前11時30分まで

日曜日・祝日、第1・3・5土曜日
及び12月29日～1月3日

予約外の患者さんは、診察のほ

か検査などで長時間お待ちい

ただくことがあります。時間に

余裕を持ってお越しください。

予約外来は事前に診察の上、予約が必要です。

予約方法等詳細はお問い合わせください。

また、予告無く変更となる場合があります。ご了承ください。

■ 上記以外の予約外来

院内感染防止のため、当面の間、ご面会はお断りいたします。また、病院からの特別な要請がない限り病棟内への立ち入りを禁

止いたします。

生活用品などの受け渡しは下記のとおりとさせていただきます。

【受け渡し可能時間】月曜日１５時～１６時の間 木曜日１５時15分～１６時の間 （祝日および年末年始は除く）

【受 け渡 し方 法】１階正面玄関の受付にお申し出ください。スタッフが荷物を交換します。

ご理解ご協力をお願いいたします。入館の際はマスクの着用、検温及び手指消毒の徹底をお願いします。


