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入職式 / オリエンテーション / 新入職員紹介

平成31年度館山病院入職式
平成31年4月1日(月)
平成31年度（令和元年度）の入職式
が地域包括支援センターたてやま
にて執り行われました。10名の新
入職員を仲間に迎え、医療人とし
ての第一歩をスタートしました。
【新入職員職種内訳】
看護師・・・・・・・・４名
看護補助・・・・・・２名
理学療法士・・・・３名
介護福祉士・・・・１名

院長より辞令の交付。
病院の一員として責任を
持つ瞬間。

新入職員の皆さん、ご入職おめでとうございます

新入職員の皆さん
自己紹介です

①名前 ②出身 ③配属部署 ④職種（資格）
⑤趣味・特技 ⑥「好きな言葉」とその理由
⑦抱負や熱意など自由に語ってください

①小暮 陵一（こぐれ りょういち）
②千葉県
③Ⅲ号館１階
④看護補助
⑤なし
⑥『思いやり』
⑦先輩方の指導をよく聞いて、丁寧に仕
事をしていきます。

①古谷 優樹（ふるや ゆうき）
②千葉県南房総市
③Ⅲ号館２階
④看護師
⑤ドライブ
⑥『継続は力なり』
継続し、地道に努力を積み重ねることが
大切だと考えているから。
⑦患者様に安全で安楽な看護が提供で
きるよう、初心と笑顔を忘れずに、日々
知識と技術を学び、成長し続けるよう励
みます。よろしくお願いいたします。

①阿津坂 聖子（あつさか しょうこ）
②福岡県
③Ⅱ号館２階
④看護師
⑤ドライブ
⑥『可能性』
新しいことを始めるのにいくつであっ
ても無限にあるものだから。
⑦社会人、子育てを経験し、医療の世界
に入りました。自分自身の経験を活かし
ながらも、驕ることなく、病院・地域の生
活を守る看護ができるよう、日々精進し
ます。

①川﨑 理恵子（かわさき りえこ）
②千葉県市川市
③Ⅲ号館１階
④介護福祉士
⑤野球観戦、スキューバダイビング
⑥『一期一会』
人は一人では生きていけないので、出会
いを大切にしたいから。
⑦３月半ばに越してきて、ご縁がありお
世話になることになりました。新しい環
境に早く馴染めればと思います。病院勤
務は初めてなので色々なことを吸収し
ステップアップできるよう頑張ります。

①浅尾 真理（あさお まり）
②千葉県市原市
③療法科
④理学療法士
⑤ドライブ、ギター
⑥『元気があれば何でもできる』
自分が弱気な時にこの言葉を思い出し
て気合を入れています。
⑦先輩方を見習い、患者様・ご家族様に
寄り添い、安心を提供できるよう知識や
技術の向上を目指し、精進していきま
す。
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職員歓迎のことば

館山病院 療法科 理学療法士

山口 佳那（やまぐち

かな）

皆さんを見ると、私も１年前の今日を思い出します。人見知
りで入職当時は不安が大きく、初めて仕事を覚えるなかで疑問
も多く、精一杯でした。しかし、部署の先輩方が声を掛け、相談
に乗ってくださり、親切・丁寧にご指導いただきました。１年目は大変に感
じますので、疑問や不安は１人で悩まず、先輩方に相談してください。また、
業務上、患者さん・ご家族・多職種の職員・外部の方との関わりが増え、コミュ
ニケーションが大切になります。ご家族も一緒に参加するカンファレンスで
は、自分の意見を伝えられず、先輩に助けられることや、皆の会話に入れず
立ち尽くしていることも多かったです。それでは患者さんのためになりませ
ん。最適な医療を提供するには、それぞれの立場から意見を出し合い、話し
合いを行うことが大切です。今では担当の患者さんについて気になることは
いつでも積極的に伝えています。入職当時に比べ、自分の意見を相手に伝え
られるようになったと感じています。私は２年目で、まだわからないことも
ありますので、皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。2022年、館山病
院は新築移転が決定しています。今日から館山病院の一員として患者さんに
寄り添い、地域に密着した医療を提供できるよう一緒に頑張りましょう。

①山下 七恵（やました ななえ）
②千葉県南房総市
③Ⅲ号館１階
④看護師
⑤ライブに行くこと
⑥『温潤而沢（おんじゅんじたく）』
公私ともに優しくて思いやりのある人
柄に近づきたいから。
⑦ご縁あり再び館山病院で働けること
になりました。看護師としての経験を積
み、育児と両立することが目標。新たな
気持ちで学ばせていただき、良い看護を
提供できるように励みます。

オリエンテーション

平成31年度新採用者10名
平成30年度中途採用者6名

平成31年4月1日(月)・2日(火)・3日(水)

医療従事者としての基本的な能力を習得することを目
的とし、他職種間でオリエンテーションを行った。

①竹内 育恵（たけうち いくえ）
②千葉県千葉市
③Ⅰ号館
④看護師
⑤ライブに行くこと
⑥『大丈夫』
不安な気持ちや、ネガティブさを追い
払ってくれるから。
⑦館山に住み働くことは初めてです。早
く館山の地に慣れて、館山のことを沢山
知りたいです。そして、地域の皆さんに
愛される病院作りに貢献したいです。

①福原 莉紗（ふくはら りさ）
②千葉県
③Ⅱ号館２階
④看護補助
⑤読書
⑥『やりたいからやってみる』
本当にやりたいことって、そんな感じで
始まるんじゃない？何事もまずは挑戦
しなきゃ！と思えるから。
⑦看護助手として、病院や地域社会へ貢
献できるように頑張りますので、ご指導
ご鞭撻のほどよろしくお願いします！

新入職員歓迎会
令和元年5月8日(水)

①堀江 隆貴（ほりえ りゅうき）
②千葉県南房総市
③療法科
④理学療法士
⑤水泳、絵を描くこと
⑥『創造』
自分が何かを創っていくことができる
ような気がする言葉です。
⑦先輩方の姿を見て多くの知識や技術
を身につけ、館山病院の理学療法士とし
て、地域や様々な場所で多くの人の力に
なれるように努力をします。

①山口 元（やまぐち はじめ）
②千葉県南房総市
③療法科
④理学療法士
⑤バスケットボール、映画鑑賞
⑥七転八起
失敗に負けず、何度も勇気を出して努力
したいから。
⑦社会人１年目で不安と期待が多くあ
りますが、長所である諦めない心を活か
し努力していきます。地元が好きなの
で、地域に貢献できる理学療法士を目指
します。

地域包括支援センターたてやまにて開
催。院長、副院長、看護部長をはじめ、
職員 60 名が参加し新入職員を祝った。
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《特集②》生活訓練施設 ばんぶーはうす

《特集2》生活訓練施設 ばんぶーはうす
利用者さんの横に並び、同じ方向を向き「どのように生きていくか」を一緒に悩み考えていく

生活訓練施設ばんぶーはうす 活動の経緯
平成 12 年 4 月 1 日
精神保健福祉法に基づく精神障害者社会復帰施設、
「精神障害者生活訓練施設ばんぶーはうす」開設 ショートステイ併設
平成 18 年 10 月 1 日
ショートステイを障害者自立支援法に基づく短期入所事業に移行
平成 24 年 3 月 1 日
障害者自立支援法に基づく指定宿泊型自立訓練事業所、
指定自立訓練（生活訓練）事業所に移行
名称「生活訓練施設ばんぶーはうす」に改名

障害福祉サービスの内容
★宿泊型自立訓練

…定員18名（原則２年間）

★自立訓練（生活訓練）…定員20名
★短期入所

…併設型２床、空床利用型４床

★日中一時支援

…定員：自立訓練と合わせて20名/日

★併設事業所

…指定特定相談支援事業所 たてやま

平成 25 年 4 月 1 日
障害者自立支援法が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律（障害者総合支援法）に改正

ごあいさつ

生活訓練施設 ばんぶーはうす 施設長

大門

道幸（だいもん

みちゆき）

「生活訓練施設ばんぶーはうす」（以下ばんぶーはうす）は、様々な障害を持った方が、各
人希望する地域で自立した生活を持続的に行なえるようになることを目指す宿泊型の施設
です。言葉の意味合いで狭義・広義という考え方がありますが、この、「自立訓練」とい
うある種時代錯誤的な言葉は、「狭義のリハビリテーション」と置き換えてもいいものだ
と感じています。
「狭義のリハビリテーション」とは「病気や障害によって、失われてしまっ
た能力（生活）を再獲得する」ことです。では「広義のリハビリテーション」とは、何を意
味するものでしょう。ある本によると、
「リハビリテーションとは、疾患・障害によって失っ
てしまった全人間的な権利の復権である」と定義されています。さて、現在ばんぶーはう
すでは、様々な疾患・障害を持たれている方が生活をされていますが、元々は精神疾患、
特に統合失調症の障害を持たれた方の生活場所でした。統合失調症は10代前半から20代
施設長からのメッセージ
決して、皆と同じでなくてもいい…
はず。でも違いすぎると、周囲が受
け入れてくれない。1 人では決して
生きていけないこの世界の中で、ど
のくらい・どれだけ自分の思うよう
に…どんな風に生きていけばいいの
か…本には書かれてない答えを皆必
死で探し生きています。地域で生活
するために特別な配慮が必要になる
場合があるかもしれません。でも、
多くの利用者さんは地域で普通の生
活がしたいと必死で思っています。
皆さまのご理解と、ご配慮があると
嬉しいです。

半ばに発症することが多く、発症の7割ほどは重症化・慢性化され、その多くの方は長期
入院を強いられ、家族や実生活から隔離された状態で生きてこられた方が多いのが実情で
す。言い換えると、多くの方々は疾患やそれに伴う治療行為のために、人生における様々
な経験を積むことができなかった方といえます。障害の幅は広がりましたが、多くの利用
者さんは統合失調症の方と同じような悩みを抱えた方です。ばんぶーはうすでは、『施設
で生活』をすることで、今までできなかった経験をし、本来あるべき日常生活を取り戻す
ことで、「将来、どのようにして生きていこうか」と考える場所であり、自分が考える生
活を実践していく第一歩を踏み出す場所であると思っています。これらの自分が望む生活
を、望む場所で過ごしていくということは、広義のリハビリテーションの定義である全人
的権利の復権の最も本質的な部分だと考えています。狭義・広義のリハビリテーション的
な意味合いを併せ持ちながら、福祉を提供している当施設が館山市に一施設でもあること
で、地域貢献の一助になれればと感じています。

Tateyama Hospital Magazine

5

《特集2》生活訓練施設 ばんぶーはうす

★自立訓練（生活訓練）
8:30〜17:30の時間帯で、余暇やグループワーク等のプログラムを行い、それ
らを通じて、社会生活の向上・社会生活の充実・社会参加を目指しています。プ
ログラムの内容は、ラジオ体操、施設清掃、買物、散歩、お茶会、地域で行っ
ているストレッチ教室への参加、入浴施設の利用、季節の行事等を行っています。
余暇や季節の行事、その他臨時のプログラムについては、週２回のグループワー
クで利用者さんとスタッフで話し合いをしてその内容を決めています。

元旦には、皆でおせちとお雑煮を作り、賀詞交歓会を行う。

天気も良く︑満開の梅の花を見に︑
城山公園へ散歩に出かける︒

＊余暇や季節の行事プログラム

新年の抱負等、それぞれのテーマに沿い書初めを行う。

＊就労支援プログラム 〜協力企業様のご紹介〜 お力添えをいただき深く感謝申し上げます
ASA館山

〜澤田所長、松田店長、スタッフの皆さんにお話を伺いました〜

平成15年より、毎週金曜日の午後（１時間程度）、ASA館山（吉田新聞店）にて就労支援プログラムを実施。仕事の内容は、日刊紙へチラシ
等を折り込む作業で、20分ごとに５分間休憩するといったペースで行っている。「皆、前向きに仕事をこなしてくれている、仕事を通じ
て人との繋がりや社会性を学んで欲しい」と澤田所長は話す。単純な作業ではあるが、回数を重ねるごとに上達も見られるようで、
「ばんぶー
はうすの皆さんが居なければ、金曜日の仕事は成り立たず大変助かっている」と感謝の言葉もいただいた。

リズミカルなテンポで楽しく折り込み作業を行う利用者さん達。

ASA館山スタッフの皆さんと記念に撮影。

株式会社ジーピーケイ
平成 28 年より、内職のお仕事の依頼を受け、
就労支援プログラムを実施。毎週木曜日に工
場へ納品を行っている。株式会社ジーピーケ
イは、プラスチック製品の一貫生産を行う企
業で、内職者の人手が不足していたことと、
ご縁もあり、お付き合いが始まる。精密製品
のため正確さが重要になるが、技術を高め、
スキルアップに挑戦し、やれるものを増やし
ていって欲しい。就労支援を通じて、地域に
密着した社会貢献ができればと担当の亀井主
任は話す。
仕上げについて熱心に確認する。 株式会社ジーピーケイの担当スタッフさんと記念に撮影。
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着任非常勤医師紹介
診療科名
呼吸器内科
神経内科

４月より新しく着任となった非常勤医師をご紹介します。

氏

名

青木

光（あおき

山下

将平（やました

鈴木

政秀（すずき

ひかる）

渡邉翔太郎（わたなべ

整形外科

糖尿病外来

タテマガ
NEWS ２

しょうへい）

まさひで）
しょうたろう）

金

勤東（きむ

水木

誉凡（みずき

のりちか）

佐藤

崇司（さとう

たかし）

鈴木

雅博（すずき

まさひろ）

脇田

浩正（わきた

ひろまさ）

細川

博昭（ほそかわ

穂積

崇史（ほづみ

岡本

洋史（おかもと

飛

ぐんどん）

ひろあき）

たかし）

所
属
東京医科歯科大学
東京医科歯科大学

担

火

当

日

専

門

木

千葉大学

水（AM）

千葉大学

火…ﾛｰﾃｰｼｮﾝ

膝スポーツ

千葉大学

木（第2.4）

腰椎

金…ﾛｰﾃｰｼｮﾝ

腰椎

千葉大学
千葉大学
千葉大学
千葉大学
千葉大学
千葉大学

ひろし）

火…ﾛｰﾃｰｼｮﾝ、木（第1.3.5）、土（AM） 腰
金…ﾛｰﾃｰｼｮﾝ

脊椎（腰椎）

金…ﾛｰﾃｰｼｮﾝ

手

金…ﾛｰﾃｰｼｮﾝ

膝・足

金…ﾛｰﾃｰｼｮﾝ

脊椎

土（第3）

金（第1.3）

田（とびた）

第 16 回患者満足度アンケート調査実施中

当院ご利用の患者さん、ご家族さまへご協力をお願いしています。

「生命を安心して預けられる病院」「健康と生活を守る病院」

理念のもと、患者様にご満足いただけるよう職員一同日々努力を重ねておりますが、皆さんからのご意見をい
ただき、初めて気づかされることが多いのが実情です。皆さんの率直なご意見を賜りたくアンケート調査を実
施させていただきます。ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
実施期間：平成31年3月25日（月）～令和元年5月31日（金）
対象：期間内の入院・退院患者さん
＜アンケート用紙の設置場所＞
外来：Ⅰ・Ⅱ号館会計窓口前（会計窓口の回収 BOXへご投函ください）
入院：各病棟（各病棟設置の回収 BOXへご投函、または病棟スタッフへお渡しください。）

朝礼スピーチ

毎週火・ 木曜の朝8:30から朝礼があり、 木曜はスピーチを行っています。 現場を離れられない
職員もいますが、 できるだけ出るというルールになっています。 部署の代表者が、 医療に関する
ことから自身の趣味まで自由なテーマでスピーチを述べます。 その一部をご紹介します。

看護部
Ⅲ号館１階
主任 看護師

千田
（ちだ

①千葉県 ②趣味：今は小さい子供が
２人いるため趣味どころではないで
すが、買い物は大好きです。
特技：早食い（仕事柄か…）
③〝笑う門には福来る〟笑顔は自分
も周りの人も幸せな気分にさせると
思うから、どんな時でも笑顔は大切。

舞

まい）

▶ＱＲコード読取で、
スマートフォンやタ
ブレット端末からも
回答が可能です。

Q&A

外

来

入

院

①出身地 ②趣味 ・ 特技
③好きな言葉と理由

一昨年の７月に２人目を出産し、昨年の７月から職場復帰しまし
た。復帰前は、Ⅱ号館２階に所属していましたが、なんと…復帰
２週間で、Ⅲ号館１階への異動が命じられました。異動して10か
月が経ちますが、新しい職場の雰囲気にも慣れてきました。昔の
療養病棟は、自宅に帰ることができない介護が必要な高齢な患者
さんが多かった印象がありますが、今の療養病棟は、医療を必要
とする患者さんが多く入院しています。スタッフの人数もギリギ
リの状態で、日々の業務も他部署の方々に応援協力をしていただ
きながら行っている状態です。もう少しスタッフがいればと患者
さんに関われるのに…色々してあげたいけど業務量を考えると…
と毎日葛藤しています。しかし、応援をいただけるだけ有り難い！
今自分達にできることは何があるか、今の状態で一番良い方法は
何か、病棟会などでもスタッフ全員で考え、意見を出し合いなが
ら試行錯誤しています。そんな中、子供の体調不良などで最近は
お休みをいただくことが多く、休まなくてはならない状況になる
と、ものすごく心苦しいです。それでもお互い様だから大丈夫と
声をかけてくれる上司やスタッフがいる職場で働くことができる
私は幸せ者だと感じています。スタッフ全員が毎日の勤務が辛い、
嫌だと思うだけにならないよう、患者さんに行ったことが成果と
して出たり、患者さんの笑顔を見ることができたり、少しでも達
成感を味わえ、楽しいと思える職場にしたいと思います。これか
らも皆様の協力や助言をいただきながら頑張っていきたいと思い
ますので、どうぞよろしくお願いします。
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＊１月〜３月の医療講座

1/15（火） 安房失語症友の会「菜の花会」新年会（千里の風） 担当：療法科 松田氏
16（水） 転倒予防教室（びわの郷） 担当：療法科 海瀬氏、小川氏、早川氏
19（土） 冬の寒さに負けない〝からだ〟を作ろう（イオンタウン館山） 担当：療法科 町田氏
2/ 7 （木） 館山市幼稚園・保育園・こども園職員研修会（館山市役所） 担当：看護部 杉田氏※職員研修
13（水） 生き生き教室（館山地区公民館） 担当：療法科 佐久間氏、渡辺氏
13（水） 転倒予防教室（微笑の里） 担当：療法科 海瀬氏、小川氏、早川氏
15（金） 生活習慣病を画像でとらえる（ふれあいサロンプリンセス） 担当：放射線科苅込氏
19（火） 安房失語症友の会「菜の花会」（館山病院 ST 室） 担当：療法科 松田氏
20（水） 褥瘡の予防とケア（ポピー）担当：看護部 山木氏※職員研修
22（金） リフレッシュ教室（湊老人福祉センター） 担当：療法科 町田氏
23（土） 認知症サポーター養成講座（イオンタウン館山） 担当：地域連携課 川名氏
3/ 4 （月） 緊急時の対応について（おもいやりの郷） 担当：看護部 宇山氏、直井氏※職員研修
19（火） 安房失語症友の会「菜の花会」（館山病院 ST 室） 担当：療法科 松田氏
23（土） みんなでウォーキング in イオンタウン館山（イオンタウン館山） 担当：療法科 中村氏、磯貝氏、山口氏
29（金） 転倒予防教室（びわの郷） 担当：療法科 海瀬氏、小川氏、早川氏

１月〜３月の医療講座の参加者は 355 名でした。ご参加くださいました皆さまありがとうございました。

平成31年２月15日（金）、館山病院 診療放射線技師 苅込 能宏
が、館山市長須賀のふれあいサロンプリンセスの方々を対象に、
「生活習慣病を画像でとらえる」と題し、出張医療講座を行った。
こちらの講座は、平成30年12月に行った館山病院イオンタウン
医療講座と同じ内容。今回、「交通の手段がないために会場へ
足を運ぶことが難しいが、参加したかった」という声をいただ
き、開催する運びとなった。CTや MRIの画像結果から考えられ
る生活習慣病を紹介し、身体の内部で何がおきているのか症例
写真に沿って説明を行った。講師と距離の近い医療講座で、途
中雑談を交えながら、和気あいあいとした雰囲気であった。
当日、ふれあいサロンプリンセスでの講座の様子。

平成31年３月23日（土）、イオンタウン館山にて、「みんなで
ウォーキング inイオンタウン館山」と題し医療講座を行い、54
名の方に参加いただいた。館山病院 療法科 理学療法士 中村慎
吾・山口佳那、作業療法士 磯貝佳則が、インターバル速歩（早
歩き、ゆっくり歩きを交互に繰り返す）で効果的に歩く方法を
紹介し、イオンタウン館山のイオンタウンウォーキング用に設
置された外周コースで実際のウォーキングに挑戦した。正しい
知識を学び、「普段の歩く速度がいかに遅いかということに気
づいた」「これからは歩幅を広く、腕も大きく振り、早歩きする」
など、日常に積極的に取り入れるとの意欲的な声が聞かれた。
ご好評につき、今後もイオンタウン館山様のご協力のもと、年
１回開催する（毎年３月予定）。

早い・中間・ゆっくり組に分かれ、コースを１〜２周
ウォーキングを行った。

館山病院では、皆さまが、健康で豊かな生活をお過ごしいただけますよう、当院の医師や
スタッフによる医療全般に関する出張医療講座を開催しております。
各種会合や研修会・町内会行事・婦人会・サークル等、地域の社会福祉活動・企業の職員
研修や学校の保健教育などをお考えでしたら、ぜひ当院の出張医療講座をご活用ください。
お申込みに関するお問合せは…地域連携課まで

0470-22-1122( 代 )

※希望する講座開催日より、2 か月前にご連絡くださいますようお願いいたします。
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information

館山病院医療講座

【会場】：イオンタウン館山コミュニティホール 【時間】：13：30～14：30

※開場13：00

6月22日（土）睡眠時無呼吸症候群と合併症
講師：館山病院 検査科 臨床検査技師

堀川

友里江・小林

友紀

①睡眠時無呼吸症候群とは
「睡眠時無呼吸症候群（閉塞性）」の主な症状と原因、検査の内容について
②睡眠時無呼吸症候群における合併症について
様々な合併症のひとつにあげられる「動脈硬化」の原因などをご紹介

≪受講者限定特典≫

③検査機器、治療機器（C-PAP）に触ってみよう

※血液検査となります。

7月20日（土）病気の見つけかた 他

動脈硬化お手ごろ検査〝500 円券〟をプレゼント

講師：館山病院 放射線科 診療放射線技師
館山病院 ドック・健診センター

當麻 北斗
礒川 嵩之

※詳細については、決定次第ホームページやチラシでお知らせいたします。

～癒しの空間～

※館山病院ギャラリーコーナーは
ドック・健診センター先渡り廊下

館山病院ギャラリーだより

5 27日（月）まで

Tateyama Hospital

Gallery

～ 月

山鹿公子水墨画水彩画作品展

当院ギャラリーでは
展示作品を募集中！
＞次回の予定：青木

清勝 陶芸作品展 5月31日(金)～6月28日(金)

問：0470-22-1122（代） 土曜日、日曜日、祝日も開館しております
地域連携課
（開館時間：午前9時～午後4時30分）

【外来のご案内】
診療科目

※休診
※予約なし
※予約制

月

火

水

木

金

土

午前 午後 夕診

午前 午後 夕診

午前 午後 夕診

午前 午後 夕診

午前 午後 夕診

午前 午後 夕診

総合診療
のみ

総合診療
のみ

内科※予約制・総合診療
外

※予約制の診療科を受診の際は、お電話にてご確認の上、予約時間までにお越しください。
総合診療以外の内科は予約制となりますので、予約時にお電話にて診療科をご確認ください。

総合診療
のみ

総合診療
のみ

総合診療
のみ

総合診療
のみ

科

泌尿器科

第②・④

精神科・心療内科

月1回

月1回

整形外科
脳神経外科
歯科口腔外科
【診療時間】 通常診療：午前 9：00 ～、午後 13：30 ～（土曜夕診） 夕診：17：00 ～（土 13：30 ～）
※ドック・健診のお問い合わせ及びご予約は、平日の午前 9：00 ～午後 17：00

〒294-0037

千葉県館山市長須賀 196

℡.0470-22-1122 （代） Fax.0470-22-2826

http://tateyama-hp.com/

館山病院公式
������

事業所一覧

・人間ドック・健診センター

・館山市地域包括支援センターたてやま

・歯科センター

・指定通所リハビリテーションセンターたてやま

Tel.0470-23-5030

Fax.0470-23-5034

Tel.0470-25-3555

Tel.0470-30-8770

・訪問看護ステーションたてやま
Tel.0470-24-7311

Fax.0470-24-7312
Fax.0470-24-7312

・ケアプランセンターたてやま
Tel.0470-25-3477

Fax.0470-25-3488

・リハビリテーションセンター

Fax.0470-25-7192
Fax.0470-30-8771

・ばんぶーはうす（生活訓練施設）

〒294-0038 千葉県館山市上真倉 2383
Tel.0470-22-1712 Fax.0470-22-1718

・ヘルパーステーションたてやま
Tel.0470-24-7310

Tel.0470-25-7191

Tel.0470-22-1122（代）

・指定特定相談支援事業所たてやま

〒294-0038 千葉県館山市上真倉 2383
Tel.0470-22-1712 Fax.0470-22-1718

