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早いもので、旧日本鋼管株式会社の病院
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であった日本鋼管病院は、今まで以上に地
域に開かれた、どなたでも受診・入院するこ
とのできる「医療法人（社）こうかん会」と
して独立して 4 年目の春を迎えることになり
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こうかん訪問看護ステーション、水江診療所、
鶴見診療所を包括する医療法人となりました。
この間に、プライバシー尊重、アメニティーの充実を追及した「こ
うかんクリニック」の開院、
「院外処方箋化」
「オーダリングシステム」
、
の開始、より充実した「予約診療」
「会計システム」等への努力をし
てまいりました。さらに、高度医療のための機器の更新、セカンド
オピニオン外来、ホームページの充実など努力をしてまいりました。
また、地域医師会との連係を保ち、地域の病院として、地域町
内会との合同防災訓練、町会長さん方との定期的会合、入院患者
さんの憩いと癒し、地域の皆様との和を求めて月に 1 回のクリニッ
クにおける芸能大会、医療講演会などを行ってまいりましたが、さ
らに充実させていこうと考えております
職員一同本院の理念であります、
1 患者さん中心の全人的医療、
2 誠意をもって奉仕をする医療、3 地域に根ざした医療 を実践
するための努力をしてまいりました。まだまだ足りないことが多々
あることと思います。どうかお気づきの点などありましたら、職員
あるいは提案箱にご意見をいただき、さらに改善を加えてゆきたい
と考えております。
皆様方への安全と安心と信頼をお届けできる病院となりますよう
にさらに努力をして参ります。
門出の春を迎えるにあたりひと言ご挨拶申し上げます。今後とも
どうかよろしくお願い申し上げます。

どなたでも受診できます…こうかんクリニック

水 野 嘉 夫
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〜小児科〜

“喜ぶ子供と共に喜び、つぶらな瞳に応えたい”
子供達の健康を守り、子育て奮闘中のお父さん、お母さんを応援します !!
人はいろいろな場面で心身ともに不安定になります。
子供の心と保護者の方のお気持ちに共感性を持ち、ふれあいのある医療を心がけております。

小児科部長 : 豊間
看護師 : 志茂・井上
事務担当：廣瀬・松尾

廣瀬

志茂

井上

豊間

松尾

診療内容
当科では、次のことを心がけております。
1）病原診断をきちんと行い、疾患の特異性を配慮して診療を行う。
2）各学会の診断、治療、管理ガイドラインにのっとった診療を行う。
3）当院出生の総ての新生児が元気に退院できるように診察、診療を行う。
少し詳しく述べさせていただくと…
1）咳、鼻水といった風邪症状でも、病原ウィルスによっては呼吸困難等の重い症状を生じる事があり
ます。乳児の RS ウィルス感染の場合がそうです。アデノウィルス感染では目が赤くなったり熱が
少し長く続いたりします。ロタウィルス感染では嘔吐、下痢がひどくなります。当科ではこのよう
なウィルス感染が疑われた場合には迅速検査を行い（約 30 分位で診断がつきます）そのウィルス
の疾患特異性を考えて治療を行うようにしております。国立感染症研究所から毎週発表される感染
症動向も参考にしています。
2）色々な疾患の治療法もエビデンスにもとづいて日々変わってきます。喘息の治療は日本小児アレル
ギー学会の会員として、2005 年のガイドラインに準じて個々の子供さんの状態に合わせてベスト
の治療、管理法を考えて行っております。
抗生剤の使い方も、小児呼吸器感染症ガイドライン、米国小児科学会の小児感染症の手引き等を
参考にして、適正使用に務めております。
3）当院では、年間 400 〜 500 名の赤ちゃんが生まれます。小児科医として、生後 1 日目と 5 日目に
全ての新生児の診察を行い、心配な点がある場合は管理入院として細かく観察しています。多呼吸
などで酸素の投与が必要な場合、点滴が必要な場合、黄疸で光線治療が必要な場合等は、NICU 入
院として保育器に収容して管理し、早く元気にお家に帰れるように治療しております。（新生児医
療に関しては、24 時間 365 日オンコール体制で対応しています。）


小児科一般の入院に関して
小児科医不足から、現在当院には一般小児科専用病棟はありません。混合病棟内に 3 床、
主に学童の肺炎、胃腸炎などの入院のみの対応となっております。乳幼児の入院、痙攣性疾
患などは他院（川崎市立川崎病院、東邦大学大森医療センター等）へお願いしております。
現在の日本の小児科医療の実状をご理解いただければ幸いです。

医師の紹介
部長；豊間

博（とよま ひろし）昭和 57 年卒

資格、学会など；
日本小児学会認定小児科専門医、日本小児循環器学会会員、
日本自律神経学会会員、日本周産期・新生児医学会会員、
日本小児保健学会会員、日本小児科医会会員、
日本小児アレルギー学会会員、慶応義塾大学理工学部研究員
研究テーマ；カオス理論などを利用した生体リズムの解析によ
る疾患発症の予測

外来診療
一般外来は午前中のみです。指導医クラスの大学医師に応援を
頼み 2 診療室での診察を確保し、お待ちになる時間ができる限り
短くなるように努力しております。
午後は健康診断、予防接種、喘息アレルギー外来などの専門外来を、全て予約制で行っております。
（常勤医不足の為、午後救急再診の方は特殊外来終了後、担当医師に時間がある場合のみの診察となっ
ております。また現時点では、夕方以降の病院での救急対応はできておりません。川崎市南部小児急
病センター等をご受診くださりますようお願い致します。）

外来診療担当表（こうかんクリニック）
午
前

午
後

月
豊 間
大学医師
野村
（10時半〜）
（14時〜）
１ヶ月健診
野 村・大学医師
（15時〜）
心臓検診
フォローアップ
豊間

火
豊 間
今 井

水
今 井
野 村

（14時〜）
（14時〜）
予防接種
喘息外来
4・5歳児健診
豊間
今井
アレルギー外来
神経外来
野村
西 村（第・4週）
（15時〜）
心臓外来：豊 間


木
豊 間
大学医師

金
大学医師
今 井
（〜10時）
野 村
（10時〜）

（14時〜）
乳児健診

（14時〜）
フォローアップ
野村

（15時〜）
予防接種

（15時〜）
フォローアップ
鴇 田（第・4週）

土
大学医師
当院当番医
（10時〜）
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〜眼

科〜

1. 外来
一般外来は月曜日から土曜日の午前中です。できるだけ患者様をお待たせしないようにするために
予約制で診察を行っています。それでも患者様が集中して長くお待たせすることがあり、待ち時間の
解消に対して今後も引き続き努力する所存です。レーザー治療や蛍光眼底撮影検査、斜視検査、視野
検査等は午後に予約制で行っています。
白内障、緑内障、糖尿病網膜症や加齢性黄斑変性症をはじめとする眼底疾患、ドライアイ、コンタ
クトレンズ、角膜疾患など多くの疾患を取り扱っています。ドライアイには、血清点眼や涙点プラグ
などの治療も行っております。糖尿病網膜症に対するレーザー治療も内科と連携をとりながら積極的
に行っています。
また当科には斜視の経験豊富な視能訓練士がおり、小児の斜視検査や訓練も多種専門的に行い長期
的にフォローをしています。

2. 手術

がん けん

当科では、白内障のほか、緑内障、眼 瞼 など、各種眼科
手術を行っております。内科と連携をとりながら手術を行い
ますので、糖尿病でインシュリンを使用されている方など全
身疾患をお持ちの方も安心して手術を受けていただくことが
出来ます。白内障はその大半を、点眼局所麻酔による超音
波水晶体乳化吸引術 + 眼内レンズ挿入術で行い、局所麻酔、

白内障手術

小切開、無縫合で行っています。眼瞼手術では眼瞼皮膚弛緩
に対する皮膚切除から、眼瞼内反症手術、眼瞼下垂手術など
を行っています。
目のことでお困りの方、どのようなことでも結構ですの
で、どうぞお気軽にご相談ください。

3. 眼科 Q & A
レーザー光凝固術
Q. 白内障って ?
A. 眼の中のレンズ（水晶体）が濁ってしまう病気です。いろいろな原因がありますが一番多いのは加齢に伴う

ものです。40 歳以上の人はほとんどかかっているとも言われていますが、治療の対象となるのは日常生活に
支障をきたした方や視力低下を自覚された方です。点眼での予防という方法もありますが、基本的には手術
で濁ったレンズを取り除き、新しいレンズに交換します。視力低下の原因は白内障だけではありませんので、
眼のかすみや視力低下をお感じになられた場合は受診をお勧めしています。

Q. 緑内障とは ?
A. 緑内障は、長期間に眼の中の圧力（眼圧）が上がり見える範囲（視野）が欠けてくる病気です。一度欠けた
視野は戻らないので早期発見、早期治療が重要です。緑内障の治療は点眼薬による眼圧のコントロールが基


本ですが、眼圧が下がらない場合には内

◎ スタッフ紹介 ◎

服治療やさらには手術が必要となりま
す。最新のデーターでは日本人の 40 代
以上の 17 人に 1 人に緑内障があるとい
われています。緑内障は知らないうちに
進行している場合が多いので 40 代以上

岩船

本田
中野

の人は眼科検診をお勧めします。

渡邉

Q. 虫のようなものが見える -----飛蚊症（ひぶんしょう）とは ?

A.

眼の前に実際存在しないゴミ・虫のよう
なチラチラしたものが見えるなどの症状
を総称して飛蚊症と呼んでいます。他に
も水玉模様、髪の毛みたいなものが見え
るといった訴えもありますが、この場合
も同じく飛蚊症です。年齢と共に眼の奥
にあるゼリー状の物質（硝子体）が濁り、

酒井

森

井上

眼科部長 : 森（専門：白内障、ドライアイ、角膜、各種眼科手術）
眼科主任医員 : 井上（専門：白内障、緑内障、各種眼科手術）
視能訓練士 : 中野・岩船・渡邉
看護士 : 本田・酒井（４月から泌尿器科）

その濁りの影が眼の底の網膜に映ると飛
蚊症が生じますので、ある年齢を超えるとほとんどの方が大なり小なり自覚されると思います。残念ながら
治療法はありませんが、網膜剥離、眼底出血、炎症性疾患等の病気から来る飛蚊症もありますので症状のあ
る方は一度受診をお勧めします。

Q. ドライアイは目が乾く ?
A. もちろん名前の通り眼の乾きですが、それを自覚されて受診される方と同じくらい、眼精疲労や流涙など他
の症状で受診され、ドライアイの診断をされる方もいます。最近はコンタクトレンズやパソコンが普及して

いるなど環境の変化もあるせいか、年々多くなっています。出なくなった涙を復活させることはできず、涙
の代わりになる点眼薬で涙を補う治療が主になっていますが、涙の流出を止める涙点プラグという方法もあ
ります。涙点プラグは外来で簡単に装着でき、万が一不愉快であれば簡単にはずすこともできます。それ以
外にドライアイ眼鏡といって、普段お使いの眼鏡に柔らかい透明の枠をとりつけそこに水で湿らせた小さな
スポンジをとりつけて目の周りの湿度をあげる方法もあります。涙に大変成分が似ているものが自分の血液
です。重症のドライアイでは自分の血液から点眼薬（血清点眼）を作成して涙の代わりにする方法もあります。
当科ではドライアイの治療も積極的に行っております。

Q. 糖尿病で見えなくなるって本当 ?----- 糖尿病網膜症
A. 糖尿病は眼にも異常をもたらします。眼底出血を生じ、進行してくると網膜剥離や緑内障を合併して失明す
ることもあります。進行を防ぐためには内科での血糖コントロールがなによりも重要ですが、ある段階以上

に網膜症が進行した場合には、失明を予防するためにレーザー光凝固療法といって網膜を焼くことが必要に
なります。さらに進行した網膜症には手術が必要となります。糖尿病の方は定期的に眼底検査を受けること
をお勧めします。
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〜耳鼻咽喉科〜

耳鼻咽喉科はその名前のように、耳、鼻、のどの疾患を診療しております。その他、唾液腺、甲状腺、
顔面疾患など脳と眼を除く頭頸部の疾患を対象にしています。現在、慶応義塾大学耳鼻咽喉科医局よ
りの 3 人の医師がクリニックと病院の診療を担当しております。

医師紹介

部長

診

相馬啓子

伊藤まり

安藤麗子

資格、
学会等

日本耳鼻咽喉科学会専門医、日本
気管食道科学会認定医、補聴器適
合判定医、音声言語機能判定医、
慶応義塾大学耳鼻咽喉科客員講師

日本耳鼻咽喉科専門医、
補聴器適合判定医

日本耳鼻咽喉科学会所属
鼻科学会所属

専門
分野

めまい外来担当、平衡障害、耳手
術、頚部手術、鼻手術

耳鳴・難聴外来担当、神
経耳科、耳鼻科一般手術

学童外来担当、耳鼻科一
般、扁桃アデノイド手術、
鼻手術

療

当院で特に専門としている疾患は、神経耳科です。難聴、耳鳴、めまいについては、検査、治療と
も充実しております。耳鳴については、最新の治療をおこなっております。まず耳鳴りの原因になる
ような疾患がないかどうか精査した後、TRT という耳鳴りを気にしなくなる療法をおこなっておりま

TRT 療法

めまい外来


す。他であきらめてくださいといわれた方も、ぜひ一度いらっしゃってください。
また、めまいについては、内耳機能検査から頭部 MRI まできちんとした精密検査および治療を施行
しております。耳が悪いのか、脳が悪いのか、ストレスなのか、どこにかかったらよいかわからない
めまいの方は、まず当院耳鼻科に受診してみてください。
睡眠時無呼吸症候群の検査は、一泊していただき、夜間睡眠モニターを行っております。いびきや
無呼吸がひどいと家人指摘され、ご心配な方は気軽に受診してください。
最近、顔面痙攣に対する、ボトックス注射治療も始めましたので、手術に踏み切れずお悩みの方も
御相談ください。

手

術
当院で 1 番多い手術は鼻の手術です。慢性
副鼻腔炎（蓄膿症）の内視鏡の手術をはじめ、
花粉症に悩んでいる方には日帰りレーザー手
術も行っており大変喜ばれております。特に
鼻閉で悩まれている方は大変効果的です。
また神経保存を必要とする、慢性中耳炎、
耳下腺および顎下腺腫瘍、甲状腺腫瘍などが
得意分野です。機能障害が残らないように、
細かい手術を丁寧に行いますのでおまかせく
ださい。
喉頭微細手術（喉頭腫瘍）

◎ スタッフ紹介 ◎

日頃、近隣の先生方には、ご紹介いた

安藤

だき大変ありがとうございます。

小浜

後藤

吉野

これからも地域の皆様に貢献していき
たいと考えておりますので、どうぞよろ
しくお願い申し上げます。

耳鼻咽喉科部長 : 相馬
耳鼻咽喉科主任医員 : 伊藤
耳鼻咽喉科医師 : 安藤
言語聴覚士 : 小浜
看護師 : 後藤・吉野・佐藤（後任：阿部）

伊藤

相馬

佐藤＊
＊４月から救急室



入 職 者 紹 介

医

金子

稔

川本進也

整形外科主任医員

内科部長（透析担当）

池田信良

森田慶久

（2006 年１月）

師

外科主任医員

（2006 年４月）

陳

莉

下

内科

内科

（2006 年４月）

淳

（2006 年４月）

山田智彦

藤巻良昌

（２００６年１月以降入職者）

（2006 年４月）

麻酔科部長

（2006 年４月）

整形外科主任医員

整形外科主任医員

村上太三

酢谷真也

森重健二郎

齋藤郁恵

（2006 年４月）

（2006 年４月）

（2006 年４月）

（2006 年４月）

土肥容子

宮田直輝

梅田瑠美子

高田純子

（2006 年４月）

（2006 年４月）

（2006 年４月）

（2006 年４月）

水江診療所主任医員

研修医

研修医

研修医

研修医

研修医

第三南病棟

岩渕早苗

（2006 年４月）

研修医

第二南病棟

2006年
４月入職

中央手術室

新入職員

研修医

（2006 年４月）

西浦詩美


木暮彩乃

古館正裕

こうかん会の新しい職員です。
どうぞよろしくお願い致します。
第四南病棟

第三北病棟
我満由梨

芹口美千代

安河内真帆

嶋脇朋子

濵田亜耶

三堀華代

小野雅人

泉

正子

石田侑奨

溝田愛華

第五南病棟

古木真希子

第四北病棟

佐々木いずみ

第五北病棟
中野菜美

知北明日香

リハビリテーション科

水江診療所
佐藤匡美

神崎康子

栗原智久

医 事
室
細谷香菜子

長田絵理

宗像芳江


金子雅志

内藤朝子

！栄養管理室です。
は
ち
に
ん
こ
こんにちは栄養管理室です。栄養管理室

石川

佐藤

は内科の祝田室長始め、5 名の管理栄養士で、

佐々木

安室

患者さまの給食管理から臨床業務と食を通
して幅の広い仕事に携わっています。栄養
士というと献立作成やカロリー計算という
イメージがあるかと思いますが、最近は、
栄養相談や栄養ケアといった患者さまとじ
かに接する機会が多くなりました。今日は
岸本

それら臨床面での管理栄養士の仕事につい

祝田室長

栄養管理室のメンバー

てご紹介したいと思います。

まず、栄養相談ですが、栄養相談室はこうかんクリニック 2 階と日本鋼管病院の 2 階にあり、ク
リニックでは管理栄養士が常駐し毎日実施しています。生活習慣病など食生活の改善が必要な方を対
象に、今の食生活の問題点や改善点を患者さまと一緒に考え、
できることを目標にアドバイスしています。継続が必要な方
は、次回の受診日に併せて予約するので、診察の待ち時間に
相談を受けることができます。なお、栄養相談をご希望され
る方は担当医に申し出てください。また、入院中、制限食を
召し上がっている患者さまには、制限の必要性や、その内容
についてご説明します。退院後も制限が必要な方にはご家族
と一緒に栄養相談を受けていただいております。
クリニックの栄養相談室

栄養ケアでは、栄養状態の把握を行い、栄養不良にならな

いように栄養介入を行っています。飽食の時代に栄養不良だなんてと、思われるかもしれませんが、
入院患者さまの 40 〜 50% が栄養不良の危惧にあると報告されています。栄養状態が悪くなると、
「免
疫力が低下し、病気にかかりやすい」「他の余病を起こしやすい」「傷病
回復が遅れる」「入院日数が長くなる」「再入院率が高くなる」など悪影
響を及ぼします。そこで、栄養状態の悪い患者さまを早く見つけ、これ
以上悪くならないよう、必要なエネルギー、タンパク質の算出をし、不
足している栄養素の補給を行います。栄養状態の把握では、血液検査の
データの他に、体重がどのくらいの期間で減少したのか、また上腕周囲
長と皮下脂肪厚から筋面積を求め、体の栄養貯蔵状態を推定しています。
今後は、より多くの患者さまの栄養状態を把握し、栄養過多や食生
活の改善が必要な方には栄養相談を実施し、栄養不良の方には、早く栄
養ケアを行い、栄養状態の改善に努めるよう専門性を生かした仕事に取
り組みたいと思います。
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栄養状態の指標の一つでもある
上腕三頭筋皮下脂肪厚の計測

◎中学生が当院で職場体験学習（2/3）

高橋副院長

小川副院長

日本鋼管病院は、内科・外科・放射線科の総合力を生
かした消化器・肝臓病センターを開設しており、消化器・
肝臓病についてのあらゆる診療が可能です。

田島中学校（川崎市川崎区）と東調布中学校（東京
都大田区）の 2 年生合計 9 名を受入れ、当院で職場体
験学習を行いました。院内見学の後は、当院職員が自
分の専門の仕事について説明し、質疑応答も活発に行
われました。参加された皆
さんの将来設計の一助にな
ればと念じます。3 北病棟
越崎リーダー（看護師）
、薬
剤科大久保部長（薬剤師）
、
ありがとうございます。

◎看護研究発表大会（3/4）
3/4（土）午後 1 時 30 分より日
本鋼管病院外来棟講堂で、第 21
回看護研究発表大会が行われまし
た。各職場での看護の質の向上を
めさす活動の内、今回は 5 題の研
究発表が行われました。

◎高校生の作品展示（2/6〜3/17）
県立川崎高等学校の皆
さんの作品を展示させてい
ただきました。感性豊かな
作品が患者さんをはじめと
する来院者、職員の眼を楽
しませてくれました。

◎合同防災訓練を実施しました（3/14）
田島地区町内会、川崎・臨港消防署と日本鋼管病院
の合同防災訓練を行いました。関東地区で大規模地震
が起きたとの想定でのもと、町内会の皆さんが東渡田
第二公園からこうかんクリニックの玄関まで、軽症者は
自力で移動。重症者はタンカ・車椅子・リヤカーなど
手助けを受けて搬送されました。クリニック玄関前で
はトリアージセンターを設置し、傷病者は怪我の程度
により治療の優先度毎に分類され、クリニック内の 3
つの初療スペースへと誘導され、診療の替わりに血圧
測定を受けました。訓練に先立って、臨港消防署によ
る身の回りにある物を利用したタンカの作り方（毛布の
み、棹だけと毛布、棹だけとロープ）や傷病者の運び
方について実践的なご指導をいただきました。

◎芸能部の活動も軌道に乗ってきました!!
毎月1回開催される芸能部企画をご紹介します
（第３回）
新人演歌歌手こゆりさん
が 16 曲を熱唱（1/29）

（第４回）
ＪＦＥスチール吹奏楽部
による演奏会（2/11）

（第５回）
ちゃんちゃんこの
みなさん（3/5）
クリニック内重症者初療スペース

トリアージセンター ( 傷病度合で分類 )

訓練なので診療ではなく血圧測定

臨港消防署による簡易タンカ作り指導

◎高橋副院長、小川副院長がTV出演!!（2/5）
日本鋼管病院の高橋副院長・外科部長と小川健二
副院長・放射線科部長が、2/5（日）関西 TV 制作フ
ジ TV 放映の発掘 ! あるある大辞典 2（テーマ「肩・背
中・腰 コリでわかる内臓疾患」）に出演しました。
「コリ」
は内臓疾患のシグナルかもしれず、問診・検査を通じ
て内臓疾患の有無を確認するという番組構成でした。
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水野理事長からの
配属辞令交付

◎リハビリテーション科が患者様向け講義
（3/16）
栗山副院長

3/16（木）、18 時からリ
ハビリテーション科機能訓
練室で、
「前十字靭帯損傷、
再建術、リハビリテーショ
ン」について、患者様向け
指導講義が行われました。
「内視鏡による膝の中の映
像及びリハビリテーション」について動画を使った
説明の後、
「膝関節の解剖、受傷機転、予後、手術
内容」について栗山副院長から講義が行われ、約
40 名の患者様が熱心に聴講されました。

◎新入職員の入職式が講堂で行われました
(4/3)
こうかん会の新しい職員は 8 〜 9 ページで紹介し
ております。どうかよろしく!!

◎永年に亘るご貢献に感謝します
2006 年 3 月 31 日付で、看護部の中村幸子師長
（救急室）が定年退職されました。看護師として研
鑽を積まれ、当院
へ は 1989 年 に
入職され、永年に
亘ってこうかん会
を支えて下さいま
した。ありがとう
ございます。

基本理念と行動指針
基本理念
1. 患者さん中心の全人的医療
安全で良質な高度医療を提供することは当然ですが、「病を見ずして病人を見る」
という言葉があります。患者さんを単なる医療の対象としてではなく、一人の人間
として接することが必要です。患者さんひとり一人の立場に立った医療の実践が病
院への信頼感と満足感につながります。
2. 誠意をもって奉仕する医療
病院で働く者全員が医療に直接関わっていることを認識し、常に誠実に自己の職務に
精励します。
3. 地域に根ざした医療
近隣地域を中心に県下・都内の方々を対象として、医療のみならず予防医学（健診・
ドック）、訪問看護等ニーズに応じた医療サービスを提供します。

行動指針
◆患者さんと接するときには、自分の家族だという意識で行動します。
◆患者さんのために最新の知識と技術を身につけ、他部署との連携を図ります。
◆病診連携、病病連携をはじめ地域社会との関わりを積極的に深めてまいります。
日本鋼管病院 病院長

「ふれあい」
をご覧になってのご意見・ご感想は、地域連携室までお寄せ下さい。

日

本

鋼

管

病

院 地域連携部 地域連携室

〒210-0852 神奈川県川崎市川崎区鋼管通１丁目２番１号
電話：０４４-３３３-５５９１
（代表）
FAX：０４４-３３３-５５９９
E-mail：shinichi-masuda@koukankai.or.jp
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