インフルエンザ予防接種の予約終了のお知らせ

2017/12/08更新

平成29年度のインフルエンザ予防接種につきましては、12月7日にて予約の受付を
終了いたしました。
なお、すでに予防接種の予約をいただいておりますみなさまにつきましては、外来
にて引き続き接種を行いますのでご安心ください。
詳しくは、バナー「その他のお知らせ」よりご覧ください。

肝臓専門外来の12月診療予定日のお知らせ

2017/12/01更新

平成29年12月の肝臓専門外来の診療予定日をお知らせいたします。
なお、肝臓専門外来は完全予約制です。当院内科外来まで、お電話にてご予約ください。
肝臓専門外来の診療予定日のお知らせ（PDF：36KB）
ご予約のご連絡 → 内科外来 電話 0143(85)1000 （代表）

インフルエンザ予防接種に関するお知らせ

2017/11/08更新

登別すずらん病院では、平成29年11月7日より、インフルエンザ予防接種の予約受付を開始
いたしました。しかし、ワクチン入荷が遅延しているため、本予約はワクチン確保を目的として
おり、接種日時についてはワクチン入荷次第、当院よりご連絡いたします。
詳しくは、バナー「その他のお知らせ」よりご覧ください。

肝臓専門外来の11月診療予定日のお知らせ

2017/10/19更新

平成29年11月の肝臓専門外来の診療予定日をお知らせいたします。
なお、肝臓専門外来は完全予約制です。当院内科外来まで、お電話にてご予約ください。
肝臓専門外来の診療予定日のお知らせ（PDF：36KB）
ご予約のご連絡 → 内科外来 電話 0143(85)1000 （代表）

インフルエンザ予防接種に関するお知らせ

2017/10/10更新

登別すずらん病院では、登別市・室蘭市の高齢者助成の開始に合わせて、平成29年度も
インフルエンザワクチンの予防接種を実施する予定です。
しかしながら、ワクチン入荷の目途がたっていないため、入荷次第予約制にて実施となります。
詳しくは、バナー「その他のお知らせ」よりご覧ください。

常勤医師着任のお知らせ

2017/10/04更新

診療体制のいっそうの強化のため、平成29年10月3日より、深町唯博医師が常勤医師として
勤務されております。
深町医師は、入院および外来における診療を担当いたします。

求人情報の更新

2017/09/28更新

現在、病院職員の求人情報があります。バナー「求人情報」よりご覧ください。
（理学療法士、言語聴覚士の求人情報を追加しました。）

肝臓専門外来の10月診療予定日のお知らせ

2017/09/27更新

平成29年10月の肝臓専門外来の診療予定日をお知らせいたします。
なお、肝臓専門外来は完全予約制です。当院内科外来まで、お電話にてご予約ください。
肝臓専門外来の診療予定日のお知らせ（PDF：36KB）
ご予約のご連絡 → 内科外来 電話 0143(85)1000 （代表）
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求人情報の更新

2017/09/25更新

現在、病院職員の求人情報があります。バナー「求人情報」よりご覧ください。
（看護師の求人情報を追加しました。）

肝臓専門外来の診療予定日のお知らせ

2017/09/12更新

肝臓専門外来は完全予約制となっております。以下のリンクより診療予定日をご確認の上、
当院内科外来まで、お電話にてご予約ください。
肝臓専門外来の診療予定日のお知らせ（PDF：36KB）
ご予約のご連絡 → 内科外来 電話 0143(85)1000 （代表）

肝臓専門外来の完全予約制への移行について

2017/08/28更新

平成29年8月28日より、肝臓専門外来は完全予約制となります。受診をご希望の方は、
当院内科外来まで、汚染和にてご予約くださいますようお願いいたします。
ご予約のご連絡 → 内科外来 電話 0143(85)1000 （代表）

外来担当医の交代について

2017/08/28更新

以下の日程において、外来診療担当医が変更となりますので、ご了承ください。
平成29年9月 7日（木） 志田 → 小田
平成29年9月19日（火） 志田 → 髙倉

入院患者様の面会時間の変更について

2017/07/27更新

平成29年9月1日より、入院患者様への面会時間が変更となり、午前11時から午後8時
までとなります。
詳しくは、バナー「入院案内」よりご覧ください。

外来担当医の変更について

2017/07/27更新

平成29年7月27日の木曜日より、外来担当医が一部変更となります。
詳しくは、バナー「外来案内」よりご覧ください。

病院長のコラム追加のお知らせ

2017/07/14更新

病院長のコラム（ブログ）に、新しい記事を追加いたしました。バナー「病院長のコラム『ブログ』」
よりご覧ください。

外来診療の休診のお知らせ

2017/07/03更新

誠に勝手ながら、お盆期間中の8月14日（月曜日）は外来診療を休診とさせていただきます。
ご了承ください。

外来担当医の変更について

2017/06/07更新

平成29年6月13日の火曜日より、外来担当医が一部変更となります。
詳しくは、バナー「外来案内」よりご覧ください。
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求人情報の更新

2017/05/24更新

現在、病院職員の求人情報があります。バナー「求人情報」よりご覧ください。
（看護師および介護職員の求人情報を追加しました。）

室蘭民報への紹介記事掲載のお知らせ

2017/05/12更新

平成29年5月12日の室蘭民報朝刊に、本年5月より開設されました、志田勇人理事長（肝臓
専門医）による「肝臓専門外来」についての紹介記事が掲載されました。
詳しくは、バナー「その他のお知らせ」よりご覧ください。

肝臓専門外来の開設について

2017/05/12更新

平成29年5月より、肝臓専門医の志田勇人理事長による肝臓専門外来を開設いたしました。
詳しくは、バナー「外来案内」よりご覧ください。

求人情報の更新

2017/05/12更新

現在、病院職員の求人情報があります。バナー「求人情報」よりご覧ください。
（介護職員の求人情報を追加しました。）

医師の退職について

2017/04/03更新

平成29年3月31日付けにて、副院長の野谷正啓医師が退職されました。
外来を受診されていた皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解の程何卒よろしくお願い
申し上げます。

外来担当医の変更について

2017/03/21更新

平成29年3月27日の月曜日より、外来担当医が一部変更となります。
詳しくは、バナー「外来案内」よりご覧ください。

医療相談・講習会のご案内

2017/02/22更新

平成29年3月18日の土曜日に、登別市内のアーニスにて医療相談・講習会が開催されます。
詳しくは、バナー「その他のお知らせ」よりご覧ください。

疾患別リハビリテーションの対象拡大について

2017/01/11更新

平成29年1月1日、呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ）の届出を実施し、稼働を開始いたしました。

デンシメトリー分析装置の導入について

2017/01/11更新

インフルエンザウィルスなどの感染症の検出感度を向上し、発症早期での対応を可能とした
富士ドライケム製デンシメトリー分析装置を導入いたしました。
詳しくは、バナー「その他のお知らせ」および「医療機器について」よりご覧ください。
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インフルエンザ予防接種終了のお知らせ

2016/12/01更新

平成28年11月1日より開始となっておりましたインフルエンザ予防接種については、病院内
のワクチン在庫がなくなりましたので、受け付けを終了いたしました。
詳しくは、バナー「その他のお知らせ」よりご覧ください。

認知症ケア体制の整備について

2016/12/01更新

平成28年12月1日、マニュアルの策定をはじめとして認知症ケア体制の整備を実施、認知症
ケア加算２の届出を実施いたしました。

年末年始の休診のお知らせ

2016/11/16更新

平成28年度における年末年始の休診日は、12月30日（金曜日）から翌年の1月3日（火曜日）
までとなります。
なお、1月4日（水曜日）より通常通りの診療を開始いたします。
詳しくは、バナー「その他のお知らせ」よりご覧ください。

ホームページの更新等のお知らせ

2016/11/09更新

平成28年11月9日に、リハビリテーション科および介護支援部門（訪問リハビリテーション
すずらん）のページを一部更新しました。
また、ブログによる病院からの情報発信へのアクセス簡略化のため、病院各部のブログを
まとめたページ「病院のブログ」を開設しました。
新しいページはそれぞれ、バナー「リハビリテーション科」「介護支援部門」「病院のブログ」
よりご覧ください。

求人情報の更新

2016/11/07更新

現在、病院職員の求人情報があります。バナー「求人情報」よりご覧ください。
（介護職員、社会福祉士、保育士の求人情報を更新しました。）

インフルエンザ予防接種について

2016/10/27更新

平成28年11月より、インフルエンザの予防接種を開始いたします。
詳しくは、バナー「その他のお知らせ」よりご覧ください。

消火訓練報告と感染症対策の新たな取り組みについて

2016/10/27更新

平成28年9月30日に、病院職員による初期消火訓練を実施しました。また、平成28年10月
27日より、インフルエンザウイルスをはじめとする感染症への対策として、新しい取り組み
を開始しました。
詳しくは、バナー「その他のお知らせ」よりご覧ください。

診療情報管理部門の設置について

2016/10/01更新

平成28年8月22日、診療情報管理体制の再整備として、診療情報管理委員会の再編成
および診療情報管理室を設置し、平成28年10月1日に診療録管理体制加算２の届出を実施
いたしました。
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ホームページの構成変更のお知らせ（その３）

2016/08/15更新

平成28年8月15日より、リハビリテーション科および併設事業所であります訪問リハビリ
テーションすずらんにおいて、ブログによる情報発信を開始いたしました。
これに伴い、関連ページの構成を変更し、「リハビリテーション科ブログ」へのリンクを追加
いたしました。
新しいリハビリテーション科のページは、バナー「リハビリテーション科」より、訪問リハビリ
テーションすずらんのページは「介護支援部門」よりご覧いただけます。

退院支援部門の設置について

2016/08/15更新

平成28年8月1日、退院支援体制の整備の一環として退院支援部門を設置、退院支援加算
２のロの届出を実施いたしました。

ホームページの構成変更のお知らせ（その２）

2016/07/21更新

平成28年7月21日より、看護部および一部の委員会においてブログによる情報発信を開始
いたしました。
これに伴い、看護部のページの構成を変更し、「看護部ブログ」「委員会関連ブログ」への
リンクを追加いたしました。
新しい看護部のページは、バナー「看護部・委員会」よりご覧いただけます。

ホームページの構成変更のお知らせ（その１）

2016/07/21更新

平成28年7月21日より、病院長のコラムをブログ形式に変更いたしました。
バナー「病院長のコラム『ブログ』」から、ブログページが開きます。

医療相談・講習会の開催についてのお知らせ

2016/07/13更新

平成28年8月6日に「アーニス医療相談・講習会」が開催されます。
講習会について、詳しくは、バナー「その他のお知らせ」よりご覧いただけます。

外来診療の休診のお知らせ

2016/07/01更新

誠に勝手ながら、お盆期間中の8月12日（金曜日）は外来診療を休診とさせていただきます。
ご了承ください。

病院職員ユニフォームの変更

2016/07/01更新

平成28年5月より、病院職員のユニフォームを一部変更いたしました。
看護職員、介護職員のユニフォームについて、詳しくは、バナー「その他のお知らせ」より
ご覧いただけます。

ボツリヌス療法の開始について

2016/06/24更新

平成28年6月より、主に上肢痙縮・下肢痙縮の患者様を対象として、ボツリヌス療法を開始
いたしました。
ボツリヌス療法または痙縮（けいしゅく）について、詳しくは、バナー「ボツリヌス療法」より
ご覧ください。
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新理事長就任のお知らせ

2016/01/21更新

平成28年1月より、志田勇人医師が登別すずらん病院の理事長に就任いたしました。
なにとぞよろしくお願い申し上げます。
また、あわせて理事長のごあいさつを更新いたしました。

ご会葬お礼

2015/12/02更新

醫得院杏林禅彦居士（故 志田一彦）の合同法人葬に際しましては、ご多用のところ、
わざわざご会葬下さり、厚くお礼申し上げます。
平成27年12月1日 医療法人 登別すずらん病院

訃報 当法人理事長 志田一彦 逝去のお知らせ

2015/12/02更新

当法人理事長志田一彦は、平成27年11月26日、急性大動脈解離で急逝いたしました。
ここに生前のご厚誼に深く感謝申し上げるとともに、謹んでお知らせいたします。

常勤医師着任のお知らせ

2015/10/20更新

診療体制のいっそうの強化のため、平成27年10月19日より、小田淳医師が常勤医師として
勤務されております。
小田医師は、入院および外来における診療を担当いたします。

登別すずらん病院公式キャラクター「のぼらん」について

2015/05/19更新

平成27年5月1日より、病院のイメージのさらなる定着のため、公式キャラクター「のぼらん」を
採用することといたしました。
詳しくは、バナー「公式キャラクター『のぼらん』」をご覧ください。

室蘭民報への紹介記事掲載のお知らせ

2015/04/16更新

平成27年4月15日の室蘭民報朝刊に、登別すずらん病院の運営する「訪問リハビリテーション
すずらん」についての紹介記事が掲載されました。
詳しくは、バナー「その他のお知らせ」よりご覧ください。

訪問リハビリ稼働に伴うリンクページの更新について

2015/04/01更新

訪問リハビリテーションの稼働に伴い、リハビリテーション科および介護支援部門のページ
を更新いたしました。

病院広報誌「すずらんだより」の公開について

2015/04/01更新

平成26年12月に創刊となりました、登別すずらん病院の広報誌「すずらんだより」の最新号、
およびバックナンバーの公開を、本ホームページにて開始いたしました。
バナー「病院広報誌『すずらんだより』」よりご覧ください。

訪問リハビリテーションの稼働開始について

2015/03/16更新

平成27年4月1日より、介護保険による訪問リハビリテーション事業所を開設し、訪問リハビリ
テーションの提供を開始いたします。
詳しくは、地域連携室またはリハビリテーション科までお問い合わせください。
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リンクページの更新について

2015/02/23 更新

リンクページに、関連施設として認可外保育所「札幌モンテッソーリこどもの家」へのリンク
を追加いたしました。

リンクページの更新について

2014/10/27 更新

リンクページに、関連施設として介護老人保健施設「月形緑苑」「浦河緑苑」へのリンクを
追加いたしました。

疾患別リハビリテーション料の基準変更について

2014/08/01更新

平成26年8月1日、運動器リハビリテーション料（Ⅰ）の届出を実施し、当該リハビリテーション
料の基準を（Ⅱ）から（Ⅰ）へ変更いたしました。

疾患別リハビリテーション料の基準変更について

2014/06/02更新

平成26年6月2日、脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅱ）の届出を実施し、当該リハビリ
テーション料の基準を（Ⅲ）から（Ⅱ）へ変更いたしました。

求人情報およびリンクページの更新

2014/04/01更新

病院職員の求人情報に看護師を追加しました。バナー「求人情報」よりご覧ください。
また、リンクページに介護有料老人ホーム等の関連施設へのリンクを追加しました。

疾患別リハビリテーションの対象拡大について

2013/10/15更新

平成25年10月1日、脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅲ）の届出を実施し、稼動を開始いたし
ました。

リハビリテーション科のご案内

2013/09/12更新

リハビリテーション科のページを追加いたしました。詳しくは部門案内をご覧ください。

疾患別リハビリテーションの提供開始

2013/09/03更新

平成25年9月2日、運動器リハビリテーション料（Ⅱ）の届出を実施し、稼動を開始いたしました。

健康診断のご案内

2013/07/01更新

登別すずらん病院では、各種健康診断を実施しております。詳しくは外来案内をご覧ください。

ホームページのリニューアルについて

2013/07/01更新

平成25年7月1日より、登別すずらん病院のホームページを更新いたしました。
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