各科紹介

〜 歯 科 〜

吉田健歯科部長、寺田典生歯科医師、津野麻衣子、渋谷真由美、稲穂由花の歯科衛生士に加え、受
付の亀岡都夜をメンバーとして診療を行っています。
日本鋼管病院歯科は長年、日本鋼管の社員の方々を対象に診療を行ってきました。ここ数年は、開
かれた病院歯科をと JFE 社員にかかわらず地域医療に貢献して参りました。現在歯科では、次のコン
セプトを持って診療にあたっています。
●歯科では、ご自身の口腔内の状態を理解していただくことを重要と考え、“お口の中をきれいにし
よう”をモットーに診療を行っています。
●歯科医師、歯科衛生士、技工士、受付のスタッフ一体となった最良のチーム医療の提供を心がけ
ています。
●「話し合う」という姿勢を大切に、治療を進めて行きます。

■治療の流れ
当科では、口腔内だけでなく全身に関する問診、お口の中の検査、レントゲン写真、お口の模型製
作などを行い、患者様にあった治療計画を立案して診療を行っています。

■診療内容
吉田健歯科医師、寺田典生歯科医師はともに歯科補綴（ほてつ ; 入れ歯やかぶせもの）学分野で学位
を習得し、高齢化社会に対応した診療に日夜、尽力しております。大人から子供までの虫歯治療、歯
周病治療、義歯製作、抜歯、一般歯科全般にわたって保険診療にて行っています。
保険外診療としては、磁性アタッチメント、アセタル樹脂を使用したホワイト・クラスプ（白いバネ）、
適合に優れたコーヌス・テレスコープを応用した義歯など、高い専門性を持った義歯治療に対応して
おります。
また、最近では歯周疾患の予防や審美的な治療に対してもニーズが高く、『機能修復』だけにとどま
らず『見た目も美しく』とご要望される患者さんが多くいらっしゃいます。この要望に答えるべく、
最新の研究に基づいて開発されたシステムを用いたインプラント（人工歯根）治療・ホワイトニング、
セラミックス等を併用した審美治療・唾液や口腔内細菌を分析してオーダーメイドで組み立てる予防
治療など、幅広い診療で患者さんと最良のゴールを目指して治療を行っております。
さらに、一度治療を終えた歯を永く維持していくた
めにはお手入れはかかせません。そのために、担当衛
生士制を設けてメンテナンスを行っています。
治療のスタートは患者さんとのコミュニケーション
から始まります……治療について、不安やお悩み等あ
りましたらお気軽にご相談下さい。

後列左から寺田歯科医師、吉田歯科部長、津野 ( 歯科衛生士 )
前列左から亀岡 ( 受付 )、稲穂 ( 歯科衛生士 )、( 渋谷歯科衛生士 )



■療養型病棟（2 北病棟）の口腔ケア
入院中の患者様の中でもご自身での歯口清掃が難しい場合は、口の中が不潔となりやすく、歯周病
の進行による歯のぐらつき、虫歯の痛みなどにより栄養状態が悪化したり、誤嚥性肺炎を引き起こし
たりする恐れがあります。治療が可能であれば歯科で処置できますが、移動が難しい場合などに、当
科の衛生士が病棟でプロフェッショナル・ケアをおこなっています（月額 2,000 円〜 4,000 円）。

歯科は原則予約制です。予約がなくても受診可能ですが、相当お待ちになる事があります。
( 電話 044 − 333 − 5591)

みなさんはこうかんクリニック・日本鋼管病院に医療相談室があるのをご存知ですか ? 知ってはい
るけど、医療相談室ってどんな相談にのってくれるのかしら ? そんな疑問をお持ちの方のために医療相
談室の紹介をさせていただきたいと思います。
クリニック・病院に通院されている患者さま、および入院して治療・療養中の患者さま、ご本人だ
けでなく、ご家族にとっても病気になると大なり小なり様々な心配ごとが出てきます。ご自分やご家
族で解決できる問題はいいのですが、問題が大きすぎてどうしたらよいかわからない場合があります。
そんな時にぜひ医療相談室をご利用下さい。医療相談室にいるソーシャルワーカーは病気や障害をきっ
かけとする生活上の問題をともに考え、解決の援助をする社会福祉の専門家です。
具体的には 医療費や生活費などの経済的問題解決、入院や退院に伴う問題解決、在宅療養環境整備、
様々な保健・医療・福祉の情報提供、福祉サービスの紹介、人間関係の問題調整などを行っております。
「介護保険を使いたいのだけれど、どうしたらいいのかわからない。
」
「介護療養型病棟への入院方法を知
りたい。
」などなど。患者さま・ご家族の療養生活の安定を図れるよう、お手伝いさせていただいており
ます。
ご利用の方法ですが、基本的には予約での相談となっております。相談をご希望の方は主治医または
看護師にお申し出下さるか、直接医療相談室へお電話下さい。その
上で相談日時の予約をさせていただきます。なお、相談は無料です。
また、秘密は厳守致しますのでご安心下さい。医療相談室の場所は
こうかんクリニック 2 階と病院外来棟 3 階にありますが、総勢 2 名
のソーシャルワーカーはクリニック・病院間を忙しく動き回ってお
り、在室しないことも多いので、まずはお電話を下さるようお願い
致します。

医療相談室まで

（代表）
電話：044 − 333 − 5591



■11/3 看護師会の親睦会（バスツアー）
日本鋼管病院看護師会は、11/3に恒例のバスツアーを参加者
60名で挙行しました。千葉県君津市の酒菜館を訪れ、日本酒の
製造工場を見学し、金谷港の「ザ フィッシュ」で昼食にはおいし
い海の幸を堪能。そして、美しいコスモス畑で散策してから南
総里見八犬伝のご当地富山町でのみかん狩り、と盛りだくさん
の1日でした。
酒菜館にて

（看護師会とは）
日本鋼管病院看護師会は、日本鋼管病院とこうかんクリニックに勤
務する看護師
（12月現在257名）
で組織され、
「看護師相互の親睦と福
祉、看護倫理の昂揚、看護の教宣を行い、豊かな人間性を育み、病院業
務の発展と、その円滑な遂行に寄与すること」
を目的としています。
（看護師会の活動）
4月の総会、5月の看護の日フェアー、7月には病院との共催によ
る納涼会・新人歓迎会と高校生1日看護体験、秋季には今回ご紹
介した親睦会、12月にはクリスマスコンサートへの協力、と年
間を通じた活動を行っています。

秋を実感

■11/13 春風亭勢朝師匠クリニックで噺す!
こうかん会は、
「患者さんに憩いの場をそして一日も早く元気
になっていただこう」を合言葉に職員を中心にボランティアに
よる芸能部を発足し、この度（11/13）第1回目の企画として春
風亭勢朝師匠による「第1回こうかん会寄席」を開催しました。
当日は、入院されている患者さん、診療に通院されている方、
総勢45名の皆さんが来場、勢朝師匠の巧みなお話しと身振り・
手振りの熱演に大きな笑い声と拍手の絶えない90分となりまし
た。閉会後は勢朝師匠と患者さんの記念撮影を行い、楽しく、
記念に残るひと時となりました。こうかん会芸能部は、このよ
うな催しを毎月1回開催したいと思っています。

■9/9 救急の日 当院が表彰されました
日本鋼管病院が平成17年神奈川県救急医療功労者（団体）と
して表彰されました。これは、当院がこの地域にあって、多年
に亘り救急医療業務に従事・貢献してきたことに対して表彰し
ていただいたものです。
休診日または診療時間外（夜間）に具合の悪くなった方は
日本鋼管病院「救急外来」にご相談下さい！
電話は24時間受け付けております!! ☎044-333-5591



写真右から救急室中村看護師長、
高橋副院長、増田地域連携室長

■11/11 優良産業人表彰
川崎商工会議所において、こうかん会から3名の職員が「優良産業人」として表彰されました。これは、
永年に亘って職務に精励され、従事分野で多大な功績を上げ、かつ、人物、技能、勤務実績など優秀
で職場の模範となる産業人が対象で、こうかん会からは、看護部保科福子さん、放射線科柿崎敏治さん、
検査科本田玲子さんの3名が表彰されました。

看護部

保科福子さん

放射線科

柿崎敏治さん

検査科

本田玲子さん

■10/11 外科 菅重尚医長が「癌」について講演しました
10/11、川崎北青色申告会女性部と川崎商工会議所が共催する講演会で、外科の菅
重尚医長が、
「長く美しく生きるために─健康について（癌全般）─」とのテーマで、癌に
ついてわかりやすく講義しました。会場となった中小企業・婦人会館（中原区）会議室
には川崎北青色申告会の方が多数集まり、菅医長のお話に熱心に耳を傾けていました。

外科
菅 重尚医長

■10/27、12/6 栗山副院長が講演しました

栗山副院長

川崎市医師会は、10/27に日本医師会認定健康スポーツ医再研修会を行いました。
日本鋼管病院栗山副院長が講師を務め、「膝のスポーツ外傷・テーピングについて─特
に足関節に関して─」をテーマに講演しました。
12/6,埼玉県立スポーツ研修センターで、埼玉県学校体育協会講習会が開催され、
栗山副院長が「スポーツ障害の予防」について講演しました。

■11/19 リハビリテーシヨン科 小倉理学療法士が機能訓練講習会で講師を務め
ました。
11/19 中原区の特別養護老人ホーム等々力で、入所者に対する効果的な機能訓練方法についての講
習会が開催され、日本鋼管病院リハビリテーション科の小倉説 理学療法士が講師を務めました。講
習会は「特別養護老人ホーム等々力」で機能訓練指導員として機能訓練に携わる川崎市柔道整復師会の
先生方とホームの職員の方を対象とし、聴衆の皆さんは、小倉講師の講義と実技指導に大きな関心と
熱意を持って取組まれました。

説明者が小倉です



実技指導に皆さんも集中！

「地域に根ざした医療」はこうかん会の基本理念です。
日本鋼管病院、こうかんクリニックのいずれも、地域の皆様にひらかれたどなたでも受診できる医療機関として親しまれてい
ます。これも、こうかん会が地域の皆様と一緒に歩ませていただいてきたからです。前回に引き続き地域の皆様とのふれあい
の一コマをご紹介します。

◎近隣6町内会長さんと意見交換会を
行いました (10/25)
近隣 6 町内会の会長さんと水野院長以下病院
幹部が積極的な意見
交換を行いました。
(6 町内会 : 鋼管通東町
内会、追分町町内会、
東鋼親和会、鋼管通二
丁目、姥ヶ森町内会、
田島町町内会 )

芸術の秋に
ふさわしい
作品の数々

体力測定会に
血圧測定で協力しました

なごやかな雰囲気の中、貴重
なご意見をいただきました。

(10/22)

皆さん気合十分です

田島老人クラブ連合会では、毎年「高齢者向け・
新体力測定会」に取組んでおり、今年で 3 年目
となります。こうかん
会では、この体力測定
会に看護部が「血圧測
定のための看護師の派
遣」を行い積極的に応
援しています。

皆様からは、
① 医 療 法 人 社 団 こ う か ん 会 と し て 独 立 し、
2003 年 10 月にはクリニックを開設した こ
とで、より身近な医療機関であると感じる
②合同で行う防災訓練も、毎年実施するからこ
そ意味があるので継続していきたい
③医療・健康に関する講演会はこれからもいろ
いろなテーマで実施してもらいたい
等の感想・ご意見をいただきました。
こうかん会からは、今後とも「診察の待ち時
間短縮や待ち時間の快適な過ごし方への対策」
や「地元の診療所、近隣病院との医療連携強化
も含めた当院の機能を生かした良質な医療サー
ビスの提供」に力をそそいでいくことをお話し
し、ご理解をいただきました。

◎2北病棟お誕生会で
「いこいシルバーハーモニカバンド」
の皆様が演奏 (11/16)

作品展を運営する
役員の方々

◎田島老人クラブ連合会の活動に
ご一緒させていただきました
趣味の作品展を院内
で実施しました
(10/17〜10/21)

田島老人クラブ連
合会による「趣味作品
展」開催につき、日本
鋼管病院が展示場所 ( 病院棟と外来棟の間の 1 階
渡り廊下 ) を提供しました。絵画、書、をはじめ
としたさまざまな作品は、来院される方、入院患
者さん、こうかん会職員 の目を十分楽しませて
くれました。紙面を借りて御礼申し上げます。


外来棟２階多目的室で
演奏中の皆さん

11/16 に 2 北病棟の 11 月のお誕生会があり、
「いこいシルバーハーモニカバンド」の皆様が、
ハーモニカの演奏で、患者さんを楽しませてくれ
ました。いこいシルバーハーモニカバンド ( 代表
者斎藤幸男さん、会長松井三代司さん ) は、結成
してから 7 年半、
演奏回数は 225 回 (11/16 現在 )
に上る、息の長い活動を続けています。川崎区在
住の方中心にメンバーは 25 名で、毎週浜町 2 丁
目の「いこいの家」で練習を行っています。平均
年齢が 78 歳と高齢ですが、
「お年よりの方々を
前にして演奏し、また、一緒に歌っていただき同
年齢の方々を励ます
ことができれば」と
の思いで、当院へも
数ヶ月に 1 回訪問
してくださっていま
す。紙面を借りて御
礼申し上げます。

♪
医
師
紹
介
♪

2005 年９月から 12 月までの間に入職された医師を紹介いたします。

外科 主任医員

内科 主任医員

（９月１日付）

（10 月１日付）

岩崎靖士

眼科部長

整形外科 主任医員

（10 月１日付）

（12 月１日付）

森

増田哲也

麻子

大森一生

Q 私は現在入院中です。入院生活で不便に感じるのは、パジャマにポケットが無いことです。
パジャマの上着にポケットが一つでも欲しいです。
A 当院は入院生活におけます清潔性の確保を目的に、入院される皆様には極力当院で準備しまし
たパジャマ（レンタル制）を使って頂くことをお願いしています。皆様にご理解を頂いていますこ
とにお礼申し上げます。
さて、
「パジャマにポケットが欲しい」とのご要望についてですが、今までに、患者さんがポケッ
トの中に指輪などの貴金属あるいは貴重品を入れたまま洗濯に出し、紛失の問合せを頂きました
が、当該品が見つからなかった事例や、または洗濯工場でそのまま洗濯機の中に入り破損してし
まったケースなどが幾度とありました。そのような経過を踏まえ、患者さんにご迷惑を掛けないこ
とを第一義にパジャマのポケットを廃止した次第です。また、ポケットに物が入っていることで、
転倒した場合などは次的な災害を誘発する原因にもなります。
対策として、小物入れ用のポシェットを準備することも検討しましたが、レンタルとなりますと
どうしても、大きさや型・色彩などが類似したものとなり、他人のポシェットと間違う・うっかりど
こかに忘れてしまうなど､別の視点で問題を抱えます。何卒ご理解頂きますようお願い致します。
引続き、患者様の院内におけます居住性・利便性の向上にむけ様々な改善を実施していく所存です。

Q こうかんクリニックへ診察に来た時のことです。再来受付機で診察券を出したら、係りの
人が大きな声で私の受診する科を「○△科ですね！」と云いました。他人に聞かれたくない受
診科名や検査における検査名などは誰にもあるものと思います。病院に従事する人は、どんな
時も心こまやかな対応が必要のものと思います。
A こうかんクリニックでは、毎日午前中、再来受付機前で患者様の誘導・診療相談・受付機操
作の補助等を職員が行っております。
今回のケースは、当日担当の職員が、患者さまが「受付機の操作に不慣れのもの」と思い込み、
患者さまに代わって受付け手続き（処理）を行いその際、確認のために診療科を声を出して聞
いたものと思います。病院やクリニックにおいて、診療科や検査名などの間違いを防止する為、
声に出して患者さまにご確認をさせて頂く事は非常に重要なことですが、今回、頂いたご意見
はまさにおっしゃるとおりです。様々な場面において、より患者さまの立場に配慮しました木
目細かな対応が全職員が可能となるよう職員教育に一層注力してまいります。




