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病院機能評価機構認定病院

基本理念 “病む人に心の通う　質の高い医療をめざします”
かよ

お手持ちの携帯電話でも当院の診療情報の一部がご覧いただけます。
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「輝く霊峰富士」－当院屋上より撮影－　撮影者：秋山峻太郎（ボランティア）  
朝の光を浴びて力強く純白に輝く富士に新たな年の当院の希望を見る思いです。

謹賀新年
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　新年おめでとうございます。
本年が皆様にとって更に良い年
でありますようと祈念いたしま
す。
　昨年は、国の内外を問わず、
政治・経済のひずみが一気に表
面化した感のある一年であり、
医療の世界も例外ではなく“医

療の崩壊”などとしきりに言われているところです。
　このような状況下ですが、当院にとってはいくつかの
明るい展開がありましたので、紹介させていただきます。
　第一は、念願の新病棟の建設工事が7月に開始された
ことです。手術室を含む７階建て、325床で、平成22
年春の完成を目指しています。
　工事期間中は患者の皆様に、駐車場の狭隘、騒音など
によりご迷惑をおかけすることとなりますが、しばらく
の間ご理解ご協力のほどどうぞよろしくお願いいたしま
す。
　第二は、近隣の医療機関との連携の強化が図られたこ
とです。
登録医療機関は91施設（前年比プラス28施設）となり、
紹介率は昨年後半には50%を超えるほどになり、昨年
11月から新たに稼動した64列CT及びMRIの共同利用
も増加しています。紹介率の増加は地域医療機関に信頼
される証でもありますので、引き続き地域医療連携室の

　新年明けましておめでとうござ
います。
　いつも当院との医療連携には格
別のご協力を頂き感謝申し上げま
す。
　今年もさらに充実した医療連携
を目指して参りますので何卒よろ
しくお願い申し上げます。

　皆様のお陰を持ちまして新棟の工事が開始いたしまし
た。それに伴い皆様には大変ご面倒をおかけいたしてお
りますが、不都合がありましたらお教えいただけました
ら幸いです。
　一昨年のMRIに続き、昨年には念願の64列CTが導入
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医 療 の 質 の 向 上 を め ざ し て

新  年  の  ご  挨  拶

強化と誠実な対応を心がけたいと思います。また医師会
からご要望いただいている開放病棟の設置についても検
討していきたいと考えています。
　第三に周産期医療への積極的な取り組みです。
これは当院に求められている大きな使命であると認識し
ています。
　幸いにも昨年は産婦人科医師、小児科医師各１名の増
員が得られましたが、まだまだ不足しています。これか
らも地域周産期母子医療センターとしての役割を果たす
とともに、若い医療者が養成される魅力ある施設となる
よう努めます。
　“質の高い医療を提供する”ことは当院の基本理念で
あります。
　それを達成するためには、各職場間の垣根を超えた
チーム医療の実践と、医療者として絶えず研修及び自己
研鑽を重ねていくことが重要と考えています。
　医療の中心的役割は医師が担うものです。医師の確保
に努めるとともに、耐えざる研鑽を積むことにより、患
者さんの要望に応えられる医療の提供を行いたいと考え
ています。
　最後に新しき年２００９年も当院の運営について変わ
らぬご理解とご支援のほどどうぞよろしくお願いいたし
ます。

されました。以前のものとは格段良いものとなりました
ので、近隣の先生にはCT・MRIなど医療機器を是非一
度ご利用いただきその良さを知っていただきたく願いま
す。またその結果で何かありましたら各診療科にお問い
合わせいただきたいと思います。
　今後の課題は救急医療、周産期医療等多くの問題があ
りますが、当院においても医師確保がまだまだ十分とは
いえない状況下で現状をきっちりと守ることが必要と考
えています。そのため対応しきれないこともあろうかと
思いますが、何卒ご理解を賜りたく思います。
　一つの病院だけでは解決できない状況もあり今後は医
師会、行政との連携も必要と考えます。どうぞよろしく
お願い申し上げます．

病　院　長　竿代　丈夫

副院長　池内　健二
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幹 部 職 員 新 年 の ご 挨 拶
年頭のあいさつ

本年もよろしくお願いいたします

新年を迎えて

新年を迎えて

迎　　春

医療情報部長
　　成　宮　　　学

事務部長
　　弓　削　智　夫

薬剤科長
　　吉　本　文　男

教育主事
　　萩　原　一　美

看護部長
　　森　田　展　子

　今年は丑年です。歩みは遅くても着実なその一足が道をつくります。
　生活習慣病は毎日の日常生活のわずかなずれが積み重なって起きる病
気です。
　一日1㎜の違いが一年たてば36．5㎝の差、十年たてば3m65㎝の差を
もたらすのです。その悪い生活習慣の重なりが動脈硬化を引き起こすの
です。最近腰痛に苦しむ人が増えていますが、その原因の一つに日本の
家屋様式の変化も大きく影響しています。
　昔は、食事は畳の部屋でちゃぶ台で正座をして食べ、またトイレは和
式で蹲踞の姿勢を毎日1～数回繰り返していました。最近は洋式トイレ
が普及し、たまに和式トイレに入るとふらついてしまったという経験を
お持ちの方も多いと思います。このようなわずかな動作の繰り返しが日
本人のハラ腰文化を支えていたのです。年をとっても元気にすこやかに。
そのためには毎日のわずかな意識的な日常動作の積み重ねを続ける努力
が必要です。
　それが将来大きな差をもたらします。さあ今日から牛のごとくその一
足を踏み出しましょう。

　新年明けましておめでとうございます。
　昨年中は、皆様より多大なるご支援、ご協力を賜り、誠にありがとう
ございました。厚く御礼申し上げます。
　私は、昨年４月に赴任いたしまして、早くも９ヶ月が経過いたしまし
た。その間、事務部門といたしましては、前年度からの懸案事項であり
ました新病棟建設を最優先課題として取り組みを行ってまいりました。
そして、鉄鋼や原油が高騰している中、昨年の夏にどうにか工事着工ま
で辿り着くことができました。新病棟では、周産期医療の充実ができる
よう計画がされており、内外より１日も早い完成が望まれております。
また、全ての入院患者さんに新しい病棟での療養が早く提供できるよう、
来年春の完成を目処に安全第一で頑張りたいと思っております。なお現
在、工事の関係で駐車場が制限されており、患者さんをはじめ来院され
ます方々にはご迷惑をおかけしておりますが、どうかご理解とご協力を
お願い致します。
　また、ハード面だけでなく、患者さんの目線に立った、患者さんのニー
ズに少しでもお応えできる病院作りにも、現在積極的に取り組んでおり
ます。　患者さんへのサービス向上に向け、今後も、力を入れていく方
針でおりますので、どうぞよろしくお願い致します。

　新年あけましておめでとうございます。
  薬剤科は昨年12月１日付で薬剤師１名の異動があり、新たな年を新た
な陣容で迎える事になりました。
　昨年は４月に１名の増員をいただき、服薬指導の対象病棟拡大とがん
化学療法のチーム医療に参画すべく、薬剤科での抗がん剤の混合調製業
務の完全実施に重点を置き業務を推進してまいりましたが、概ね目標を
達成することができました。薬物療法に関する患者様の不安、不満、疑
問を解消、解決し積極的に治療に参加していただき、１日も早い疾病の
回復のお手伝いをさせていただく、これが私たち薬剤師の悲願です。
　本年は業務実績の向上だけではなく内容の質の充実を重点に発展させ
ることを目指します。また、新薬の開発に欠かせない治験の適正な運用
に本年も継続して努力して参りたいと考えております。
　患者様に対して笑顔は勿論のこと、思いやりと正確で敏速なサービス
の提供を合い言葉に、薬剤科員一同更なる自己研鑽に励む所存です。
　当院に勤務している医師・看護師以外の医療従事者（薬剤師、臨床検
査技師、診療放射線技師、管理栄養士、理学療法士、臨床工学技士）も
同様にチーム医療に積極的に参画し、医療を側面から支えています。ご
意見・ご質問がございましたら、ご遠慮なく私たちに声をお掛けください。

　新年あけましておめでとうございます。
　平成20年３月をもって、埼玉・東埼玉病院附属看護学校が閉校となり、
当校の運営は、当院の看護師養成だけでなく、埼玉県下の国立病院機構
の看護師養成という役割も担うこととなりました。
そのため、３施設の幹部の皆様に学校運営についてご検討をいただく機
会を得、今後は３施設の連携のもと学校運営を図って行くこととなりそ
うです。
　学生達が、就職を決定する要件として、①実習での良い看護体験、②
病院からどれだけ自分たちが必要とされているか等が上位としてあげら
れます。
　当校も、母体施設への就職を最優先に進路指導を行っておりますが、
今後は、他施設を知る機会も増えることから、病院職員の皆様のご協力
をいただきながら「西埼玉中央病院に残りたい」看護学生を育てたいと
考えております。
　質の高い卒業生を送り出す為に、昨年は、習熟度別のＧＷや、国語力
を高めるための自己学習、卒業後の働く姿のイメージ化を図ることを目
的とした実習等、様々な教育方法を取り入れました。これらの取り組み
は結果としてすぐに形として現れませんが、必ず学生達の力となり、西
埼玉中央病院の看護の質を高められる人材となってくれると信じていま
す。
　どうぞ、皆様本年もよろしくお願いいたします。

　新年明けましておめでとうございます。
　皆様お健やかに新春をお迎えのことと存じます。
　昨年中は看護部の運営につきまして心温まるご支援ご協力をいただき
感謝申し上げます。
　皆様にとって昨年はどのような年だったでしょうか。私はあっという
間に過ぎた１年だったように感じております。
　平成20年４月に新採用者の看護師30名を迎えてから、まもなく１年に
なろうとしております。その新人看護師も各部署の皆様による暖かい指
導のおかげをもちまして、理論と技術をもって、創造し、行動する看護
師（ＡＣＴｙナース）に一歩一歩成長しております。
　また、平成19年12月の厚生労働省医政局より「医師及び医療関係職と

事務職員等との間等での役割分担の推進について」の通達がありました
が、それに伴う当院での取り組みとしては、臨床検査科の協力を賜り、
昨年12月より外来採血業務の一部を担当して頂くことになりました。こ
の取り組みを実現するにあたっての関係の皆様のご理解ご協力に感謝申
し上げます。
　また、「国立病院機構における看護師養成のあり方に関する検討委員
会」提言の方向性（案）が出され実習施設としての卒後教育の充実が求
められておりますが、学生の実習環境を今以上に整えることで看護師確
保に繋がることと思います。
　今年は新病棟の工事もだいぶ進み形になってくることと思います。
　看護部としては他部門職員との連携を図りながら、盤石な土台作りと
各部門のバランスとチームワークをとりながら心のこもった暖かい医療
と看護を目指していきたいと考えています。
　今年もどうかよろしくお願いいたします。
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丑 年 職 員 からひとこと

新年を迎えての抱負

新年を迎えて

新年を迎えて

産婦人科医長
　　石　井　賢　治

主任調理師
　　大　野　英　行

専門職
　　池　田　勝　裕

　新年明けましておめでとうございます。気持ちはまだまだ
20代のつもりですが、こんな歳になってしまったかと唖然と
する思いです。少々淋しくなった頭頂部と突き出たお腹を見
て、娘には「メタボガッパ」というひどい渾名をつけられて
しまいました。「カッパ」はなかなか返上できそうにありま
せんが、「メタボ」は努力次第でなんとかなると考え、でき
るだけ運動をと心掛けています。当院の看護学校の学生さん
がつくるフットサルのサークルにも参加させてもらい、汗を
流しています。なかなかすぐに脱「メタボ」とはいきません
が、若い人と一緒にプレーするのは楽しく、少なくとも気持
ちだけは若返っている気がします。
　さて、昨年は母体搬送、新生児搬送、がん難民等産婦人科
に関連した医療問題がクローズアップされた年でもありまし
た。これらの問題が一朝一夕に改善されるとは思いませんが、
産婦人科医として少しでも改善に向けて貢献できればと考え
ております。幸いにも当院では小児科や麻酔科をはじめとし
たバックアップ体制もしっかりしており、忙しいながらも産
婦人科医として働きやすい環境であると感謝しております。
今後も他科との連携、さらには近隣の医療機関との連携を密
に取りながら地域医療に貢献できればと考えております。今
年も宜しくお願い申し上げます。

　新年明けましておめでとうございます。
　平成18年４月に赴任し今年で丸３年を迎えることになりま
した。
　今年の干支は丑年と聞きまして、もうそんな年になるのか、
と改めて年月の過ぎる早さに驚いています。まさに、「光陰
矢の如し」を身をもって体験（体感？）しています。
　私の職名の「専門職」の業務について自分なりに簡潔に説
明させていただきます。
　部署としては企画課の医事（１階受診受付窓口）に配置さ
れています。
　よく患者様から「専門職って何をする人？」と聞かれます。
確かに、独法化する前の病院では医事専門官又は医事班長と
言う職名がありましたが、独法化で専門職という職名に変わ
りまだ馴染みがないことかと思います。

ちなみに当院では33名の丑年
生まれの職員がいます。

　新年あけましておめでとうございます。
　西埼玉中央病院に採用されてからこの１月で、丁度丸26年
が経ちました。
　長いようであっという間に過ぎた26年間でした。
　はじめは個人の店で働いていたので、病院での患者食とい
うものが全然わからず戸惑う毎日だったのを覚えています。
病院での食事を作るときには、患者様一人でも調味料の量を
計算して調理しますが、このようなことは個人の店では考え
られないことで、色々と勉強したことが懐かしく思い出され
ます。
　そんな私でも現在では、患者様の要望に応えられるように
調理することを念頭に調理していますので、我ながら26年前
から成長したのかな、と思ったりもします。
　21年度中には新病棟が完成する予定ですが、その場合、現
在の調理室から配膳車の移動距離も非常に長くなるなどの問
題点も出てきますが、現在の病院の食事の在り方を維持発展
できるよう、栄養管理室の職員で可能な限り業務の改善を
図っていこうと考えています。
　今後とも患者様に満足して召し上がっていただける食事の
提供に努めていきたいと思っていますので、どうぞよろしく
お願いいたします。
　最後に皆様のご健康とご多幸をお祈りいたします。

　患者さんの医療相談窓口を担当（内容によっては医療社会
事業専門員が行う場合があります。）し、当院に受診される
患者さんの良き相談相手となれるよう心掛けているところで
あり、また、病院施設の医療法申請手続きや診療報酬（施設
基準）関係の届出を行うことが主な仕事となっています。
　医療相談窓口としては、１日の外来患者さんが約500～600
人、入院患者さんも約260人と多くの患者さんがいますので、
日々において、いくつか患者様からのご意見等を伺う場合が
ありますが、十分に納得の行く様な説明及び対応が出来きて
いるのか、また、職員に対しても対応が満足にできているの
か自問自答しています。
　現在、当院は新病棟工事が進んでいるところですが、今年
は昨年以上に慌ただしい年になりそうな予感がしています。
　今年こそは、皆さんの期待に答えられるようにしたいと思
いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
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丑 年 職 員 か ら ひ と こ と

新年を迎えての抱負

新年を迎えて

新年を迎えて

新年を迎えて

４東病棟看護師
　　藤　巻　初　子

４西病棟看護師
　　近　藤　扶有子

３東病棟看護師
　　須　藤　麻　文

３西病棟助産師
　　鈴　木　愛　子

　新年明けましておめでとうございます。
　今年は私にとって看護師になって30年目の節目の年であ
り、埼玉県在住は人生の半分の24年になります。
　子供も今年で24才、2年前に配属されたスタッフと同じ年
齢です。そのスタッフとは親子程離れている訳ですから、経
験はあるものの頭や体がついて行かない時もあります。
　しかし、今までたくさん勉強して知識や技術は持っている
わけですから、それを後輩スタッフに教えて行かなくてはい
けない義務もあります。この病院の看護師一人一人がみな同
じような看護ができるようになれたらいいなと思っています。
　私もこの病院へ就職して10年になります。この10年の間に
は国立病院から独立行政法人機構に変わり、また２１年度に
は新病棟建替えという大きな行事が控えています。
　新しい病棟では主に小児科やNICU、周産期病棟が大きな
役目を果たす事になると思いますが、内科、外科、整形外科、
脳外科、泌尿器科、婦人科、眼科といった診療科もますます
充実し、所沢、入間、狭山といった近隣の皆様のお役に立て
たら幸いだと思っています。
　私も看護者としてみなさんの力になれるようにがんばりた
いと思っています。
　今年もどうぞよろしくお願いいたします。

　明けましておめでとうございます。
　寒い日が続き、布団やこたつと格闘の毎日です。私は名前
に反して冬が大の苦手で、毎朝、早く春にならないかなぁと
思いながら出勤時刻をむかえてしまいます。
　怪我や病気を抱え治療を受けられる患者さまの心も、冬の
寒さのようにつらく寂しい気持ちにかられるのではないで

　新年明けましておめでとうございます。
　前回の干支の時には“将来の夢”について悩んでいただろ
う私が、看護師という立場で今年の干支を迎えられたことを
とても嬉しく思います。
　早いもので看護師となり３年が経ちました。３年目という
ことでプリセプターにもなり、指導するという立場の難しさ
や一年生の新鮮なものの見方からの新たな発見など日々様々
なことを学んでいます。“教える”ということが個人的に苦
手であり上手く言いたいことが伝わらず悩んでいたこともあ
りましたが、先輩スタッフの暖かくも厳しい助言を受け私自
身も少しは成長できたのではないかと思います。またスタッ
フ間だけではなく患者様からも学ぶことは多く、常々周りの
人たちに支えられて今の私があることを実感させられていま
す。
　今年は周りの人たちに感謝をするといった気持ちを忘れず
に一人ひとりへの対応を疎かにせず、看護とは何かを考えそ
の人にあった看護が提供できるよう関わっていきたいと思い
ます。まだまだ未熟であるため皆々様にご迷惑をおかけいた
しますが、今年もどうぞ宜しくお願いいたします。

　新年明けましておめでとうございます。
　憧れの助産師を目指し、２０年余り過ごした故郷である北
海道を離れ、埼玉という地で就職して３年目を迎えようとし
ています。当初看護師を目指していた私は、北海道を離れる
事になるとは夢にも思わず、今でもよく決断できたなと思う
時があります。
　新社会人として入職した当初は、次々と覚える事が毎日の
ようにあり、自分の夢だった助産師という仕事ながらも挫け
そうになる事もありました。しかし、同じ志をもつ同期や、
日々見守ってくれる先輩看護師・助産師の方に支えられ乗り
越えることが出来ました。
　２年目となった今は後輩のいる立場となり、１年目には見
えなかった看護の奥深さや、病棟スタッフ皆で患者のケアに
あたることの大切さなど、日々学ぶことの多い１年でした。
新しい命の誕生する場面に携わる事は喜びもある反面、その
責任の重圧に押しつぶされそうになることもあります。しか

し、誕生の瞬間を共に喜び、安堵の表情で赤ちゃんをみつめ
る母親の姿は素敵な光景であり、私に沢山のパワーをくれま
す。
　助産師という道をまだ踏み出したばかりですが、これから
も諸先輩方から沢山の学びを吸収し、自己をみつめながら
日々成長していきたいと思います。
　本年もよろしくお願いいたします。
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新年を迎えて

新年を迎えて

新年を迎えて

６東病棟看護師
　　山　岡　明　加

６西病棟看護師
　　櫻　井　　　歩

５西病棟看護師
　　浦　瀬　　　優

　新年明けましておめでとうございます。
　早いもので看護師になってから２度目の新年を迎えました。今
年、干支職員ということでこのように御挨拶させていただくこと
になりました。

　　明けましておめでとうございます。
　当院に入職し、早くも約２年を迎えようとしています。
　入職当初は、慣れない仕事や環境、そして何よりこれから
看護師としてやっていけるのかという不安の毎日でしたが、
憧れていた看護師として働く今、様々な疾患や悩みを抱える
患者様の人生に関わらせていただき、今後の生活について患
者様と家族を含めて考えていく必要性や何より患者様の立場
にたって考えることの大切さを感じました。
  同時に、患者様から信頼を寄せていただけることに、私は
看護師としてのやりがいと責任の重さを感じています。まだ
まだ知識も技術も未熟なため、諸先輩方の看護や技術を学び、
少しでも近づけるようになりたいと思っています。
　そして患者様の思いに添い、支えることができるよう日々
患者様との関わり方を大切にし、より良い看護の提供を目指
していきたいと思います。

　新年明けましておめでとうございます。
　昨年４月に入職してから早くも１年を迎えようとしています。
　入職当初はわからないことばかりで、不安と緊張を抱えて毎日
を過ごしていました。しかし、先輩方の指導や助言を頂きながら
少しずつではありますが、出来なかったことが出来るようになる
という実感を得られるようになってきました。
　それと同時にわからないことが何なのかがわかりはじめ、自分
の知識の浅さを痛感することが増えてきています。医療に携わる
職業人としての責任を感じ、プレッシャーに負けそうになること
もあります。そんな時にふと挨拶した患者さんから「今日も元気
だね！」と声をかけてもらい、こんな未熟な私にも患者さんの力
になれる可能性があると感じました。ただ元気だけが取り柄の看
護師とならないよう、知識や技術の幅を広げていくことも今後の
課題ですが、少しでも患者さんに笑顔が増えるように、私には私
のできることから看護を提供していきたいと考えています。

しょうか。
　私の勤務する整形外科病棟では、見た目には元気でも障害
を受けたご自身の手足に不安を抱えながら必死に治療やリハ
ビリに耐えている患者さまばかりです。
　一人の人が自分の力で自分らしく人生を過ごしていくため
に、整形外科領域の役割は重要です。「自分でごはんを食べ
たい」「歩いてトイレにいきたい」「退院してもう一度山に登
りたい」という患者さまの様々な願いを現実に近づけるため
に、医師をはじめ病棟スタッフ一同が日々力の限り働いてお
ります。
　寒い寒い冬のあとには必ず暖かい春が待っています。患者
さまが前向きに希望を持ちながら治療を受けられるよう、心
に明るい春を迎えられるような温かい医療を目指して、今年
も心のこもった看護をしていきたいと思います。

丑 年 職 員 か ら ひ と こ と

　この２年間を振り返ると、仕事をこなしていくことに精一杯に
なり、いろいろご迷惑をかけてしまったことも多々ありましたが、
周りの方々に支えられて少しずつではありますが成長できたので
はないかと感じております。ですが、それでもまだまだ足りない
部分はたくさんあります。患者さんと接していて「もっとこうし
ておけば良かった」と感じることが多いですが、そう思ったこと
を次から活かせるようにし患者さんに満足してもらえるよう日々
努力していきたいと思います。
　本年もよろしくお願いいたします。
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よろしくお願いします !

起工式が執り行われました！！

〜新任医師紹介〜

業務班長　藤田　順一

外科医師

　二
ふたがわ

川　康
やすろう

郎

　平成21年1月から当院外科に勤務となりました。
　平成5年に東京慈恵会医科大学を卒業後、東京慈恵会
医科大学附属病院、附属第三病院、静岡県内の富士市立
中央病院等にて勤務しておりました。
　この間に日本外科学会専門医、日本消化器病学会専門
医、日本消化器外科学会専門医、消化器がん外科治療認
定医、日本内視鏡学会専門医、日本肝胆膵外科学会評議

　建築工事の入札の不調が続いたためその着工が遅延し
ていましたが、昨年の１２月４日の大安吉日に、この数
年間、病院職員が待ちに待った新病棟建替整備工事の起
工式が、新病棟建築予定地において無事に執り行われま
した。
　当日は、心配していた天候にも恵まれ、１２月にして
は春の到来を思わせるほど穏やかな日差しが降り注ぎ、
天にも祝福されていると思いました。
　式典には、議会開催中の多忙な時期にもかかわらず出
席いただいた当摩好子所沢市長をはじめとした多くのご
来賓の方々及び病院関係者、工事関係者等約６０名が参
列し、三ヶ島中氷川神社の中宮司により、修祓（シュバ
ツ）、降神（コウシン）、献饌（ケンセン）、祝詞奏上（ノ
リトソウジョウ）、切麻散米（キリヌササンマイ）、鍬入
れの儀（クワイレノギ）、玉串奉奠（タマグシホウテン）、
撤饌（テッセン）、昇神（ショウシン）と一連の神事が
行われました。
　鍬入れの儀では、エイ・エイ・エイの大きなかけ声と
ともに実施設計・工事監理を担当する神前田中建築事務
所社長が鎌入れ、建築主である竿代西埼玉中央病院長が
鍬入れ、施工業者を代表して山口奥村組取締役常務執行
役員建築本部建築事業部長が鋤入れを行い、出席者一同
工事期間中の安全を祈願しました。
　また、起工式終了後には、ご来賓を代表して当摩所沢

員等と医学博士（遺伝子治療の研究）を取得しております。
　専門は消化器外科領域、特に肝胆膵疾患であります。
　消化器疾患は身近に起こり得る疾患群であり、決して
めずらしくありません。医学が進歩し、以前なら手術を
しなければならなかった疾患も、内視鏡的治療、内服と
いった非侵襲的な治療で治癒しうることができるように
なってきました。しかし、未だに外科的治療（手術）に
結果が左右されてしまう疾患も多数あることも現実で
す。そして手術は受ける人にとっては、それこそ一生の
一大事であります。そのことを常に念頭においておりま
す。
　この病院で勤務させていただくにあたり、心がけてい
きたいことは、患者さんを中心とした、外科内科の枠を
ときには超えて、ベストの治療の選択肢を常に提案して
いきたいと考えております。よろしくお願いします。

市長、新井所沢市東消防署長、岡部狭山市消防署長の３
氏から来賓のご挨拶を頂戴しました。
　工事期間中は、病院関係者のみならず地域住民の皆様
や連携病院・診療所の皆様等にもご迷惑・ご不便をおか
けするかと思いますが、田中建築事務所（工事監理）、
奥村組（建築工事）、ダイダン（機械設備工事）、住友電
設（電気設備工事）の４社と協力し、無事故・無災害で
工事を進めてまいりたいと思いますので、ご理解・ご協
力のほどよろしくお願い申し上げます。
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　平成12年からボランティアの皆様により院内で
の活躍をいただいていることは、第19号（20年７
月発行）で紹介しましたが、11月上旬の晩秋を迎
える前に院内の樹木の剪定を「カルガモ会」の皆
様に行っていただきました。
　「カルガモ会」の皆様には、その名のとおり十
数年前から当院正面の池に住み着いた「かるがも」
及び「小千谷産の錦鯉」の世話と池の掃除を定期
的に行い、院内の環境整備にご尽力いただいてい
ます。

（庶務班長）

ボランティア「カルガモ会」の作業風景

　外来患者様のご案内などのボランティアを募集しております。
詳しくは管理課庶務班長又は副看護部長までお問い合わせください。


