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巻 頭 言
—

副院長兼看護部長

「大震災によせて」

田中 龍子 —
当院でも被災された透

3 月 11 日午後 2 時 48 分、東日本に未曾有の

析の患者さんを受け入れ

大災害をもたらした東北関東大震災。想像を絶す

させていただきました。

る事態に為す術もなく、日本中が震撼してから早
くも一ヶ月が経過しました。

茨城県北茨城市にお住まいの方々でした
が、 入 院 さ れ た 病 棟 の 看 護 師 達 は こ の 患 者 さ

未だ余震も続き、被災地の皆様におかれまして

ん 方 か ら、 生 々 し い 被 災 状 況・ 避 難 所 生 活

は、なお困難な状況が続いていると思われます。

等 を 伺 い、
「 普 通（ 日 常 ） で あ る こ と が ど ん

亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに、

なに有り難いことか」を痛切に感じたよう

被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

です。

また、ご自身やご家族が被災したなかでも、支

また、退院後にこの患者さん方から厚いお礼の

援活動を行っている医療・看護関係者の方々、自

お便りをいただいた時は、かえって私共の方が看

衛隊・警察・消防・ボランティアの皆様に心から

護する喜びを与えていただき感謝致しました。災

敬意を表したいと思います。

害に遭われた方々が一日も早く平穏な時を取り戻

さて、川崎でも震度 5 強の地震が発生した震災

されることを、心よりお祈り致します。

当日、当院でも地震対策本部を設置し、停電時の
「気持ちも新たに」

取り組みや被災地からの患者さんの受け入れ等々
を中心に様々な調整を行い、状況が刻々と変化す
るなか、安全な医療を提供するために各々がどう
協働していくか関係者一丸となって毎日協議を図
りました。

看護部ではこの 4 月に 21 名の看護師が入職し、
総勢 279 名でのスタートになりました。
国難と言っても過言ではない災害の起きた年に
入職となった新入職員の皆さんの心境はいかば

未曾有の事態には「備えあれば憂いなし」はど

かりか図り知れませんが、それでも、二週間に

こまで可能なのかつくづく思い知らされ、改めて

渡る新人看護師のオリエンテーションの終わりに

災害時のあり方を再考させられた一ヶ月でもあり

は「こんな時にじっくりオリエンテーションをし

ました。

ていただいたことに感謝します」という感想を述

このようななか、被災者支援のため現地で活動

べ、それぞれが希望の職場へと羽ばたきました。

できない医療機関では、今できることを精一杯
行っていると思います。

どんな場面であっても「対象者の生命と健康な
生活への回復を支援する」というのが看護の基本
です。
「この職業を選んでよかった」
「この病院で
働いてよかった」と思える職場にしていきたいと
思います。
患者さんに対しては『日本鋼管病院にきてよ
かった』と思っていただける看護を提供すること
が、変わらない看護部の理念です。
前述の北茨城市の患者さん方にそう思っていた
だけたことに感謝し、これを励みに皆で更により

北茨城の患者さんからのお便りに描かれていた、当院の病棟から見た風景
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よい看護を目指して参ります。

化学療法室を開設しました
がんに対する治療法に「手術」や「放射線療法」と並んで『抗がん剤
による化学療法』があります。抗がん剤による化学療法は、固形がんと
いわれる「胃がん・大腸がん・肺がん・乳がん」などから、血液のがん
である「白血病・悪性リンパ腫」などに対して幅広く行われています。
従来、がん化学療法は、抗がん剤の使用法や副作用の管理が難しいた
め、入院によって行われてきました。しかし、近年、新しい吐き気止めや
造血剤などによる副作用の軽減、抗がん剤の投与量や投与間隔の工夫な

清潔な室内

どによって、化学療法は外来でも安全に行えるようになりました。
この治療法の大きな利点は、患者さんが日常生活を送りながら、通院
でがん治療の継続を行うことで、肉体的・時間的・経済的負担を軽減で
きることです。
当院でも、従来それぞれの診療科で行っていたがんに対する化学療法
に代わり、この 4 月から、より快適で安全な治療を受けていただけるよ
う、専門医師・専任看護師・専任薬剤師による外来で受けられる「化学
療法室」を開設いたしました。

ゆったり座れる
リクライニングチェア
主な対象疾患

専用ベッド（3 床）
・リクライニングチェア（2 床）を設置し、専任看
護師が常勤するとともに、専任の薬剤師が注射薬剤の無菌調剤を行うほ
か、患者さんが治療中にできるだけ快適に過ごせるよう、テレビやトイ
レ・ロッカーを設置し、安全・快適な外来化学療法の提供できる環境を
整えています。

病院受付

治療には、化学療法室部長である岩﨑靖士（日本がん治療認定医機構

病院再診機で各診
療科の再診手続き

外来化学療法室
看護師による問診
（中止）
医師による診察

がん治療認定医）をはじめ、内科・外科・泌尿器科・婦人科医師等があ
たります。
受診のながれ

外来化学療法室での
治療

会計

受診のしかた

1. まずは、こうかんクリニックの一般外来で診察を受けて下さい。
2. 受診時に化学療法について医師にご相談下さい。説明のうえ治療日を予約します。
3. 予約当日は、日本鋼管病院 1 階の再来受付機で受付を済ませ『化学療法室』に
お越しください。

※治療前に内服するお薬を処方されている場合は、忘れずにご持参下さい
※当日来院できない場合は、各科診療科に電話連絡して次回の診察予定日を看護師とご相談下さい

【お問い合わせ】日本鋼管病院

化学療法室 （月～金

9：00～17：00） TEL：044-333-5591

生 活 習 慣 病、がんの早 期 発 見・治 療、トータルヘルスチェックために

日本鋼管病院ドック・健診センター をご利用下さい
日本人間ドック学会機能評価認定施設
ご予約・お問い合わせは
ＪＦＥ健保、健保連、あんしん財団契約施設です。 住所：川崎市川崎区鋼管通1-2-1
FAX：044
（366）
1097
また各健康保健組合との契約も随時行っています。 電話：044（333）6674直通

URL：Http：//www.koukankai.or.jp
川崎駅東口より臨港バス鋼管循環乗車約10分
（鋼管病院前下車）
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臨床工学科
臨床工学って何だろう？
現在の医療は医療機器を中心とした医療技術の
進歩の上に成り立っています。医療機器の種類は
多数あり、それぞれの構造は非常に複雑で、専門
の知識を持っていないと操作できないものが殆ど
です。そして正しい使用方法を熟知しなければ、
最良の治療効果をもたらすことはできません。臨
床工学とはこれら機器の操作・保守・点検を主に

行うことで、その業務を担っているのが臨床工学
技士なのです。
病院の中には、看護師・放射線技師・検査技
師・薬剤師・理学療法士など診療を支える様々
な職種がありますが、臨床工学技士やその仕事を
知っている方は少ないかもしれません。

臨床工学技士
昭和 64 年に「生命維持管理装置の操作および
保守点検」を業として誕生した医療の国家資格を
有する技術者です。英語で Clinical Engineer や
Medeical Engineer と記されることから、CE や
ME と呼ばれることが多いようです。

当科は平成 14 年 8 月に設立されたばかりの院
内で最も新しい診療支援部門で、現在 6 名の臨床
工学技士が業務にあたっています。
では私たちの業務をご紹介しましょう。

臨床工学技士の仕事
私たちの業務は大きく分けると「臨床業務」と
「医療機器の保守点検業務」になります。
臨床業務は「血液浄化業務」
、
「人工呼吸器業
務」、「ペースメーカー業務」、「消化器内視鏡補助
業務」、「手術中における自己血回収術」を。保守
点検業務では「生命維持管理装置（麻酔器・人工
呼吸器・透析装置）の使用前点検や透析装置の定
期点検」、「輸液ポンプ・シリンジポンプの使用後

点検・定期点検」などを行っています。
また、院内の職員に対して「医療機器用消耗品の
中央管理化や医療機器の正しい使用方法や管理な
どに関する勉強会」を開催し、治療に関して様々
な部署の職員が知識を共有してもらえるよう努め
ています。それでは、各々についてもう少し詳し
くお話させて下さい。

血液浄化業務
糖尿病患者さんの増加に伴い、合併症で腎不全に至る方が近
年増加しています。腎不全になると腎臓を移植するか透析を受
けなければ延命はできません。現在、全国で血液透析を受けて
いる方は 30 万人を超えており、当院でも約 60 名の方が透析セ
ンターにて血液透析治療を週 3 回、1 回 3 ～ 4 時間かけて受け
ています。
私たち臨床工学技士も医師・看護師と共に透析療法を行って
透析終了後に患者さんへ血液を戻すための機器操作
います。具体的には人工腎臓の組み立て・洗浄・患者さんから
血液を抜くための針の穿刺、また、治療終了時に患者さんへ血液を戻す操作を担当しています。
腎不全以外の病気にも、血液中から病因物質を取り除く血液透析に似た治療があります。高脂血症や
潰瘍性大腸炎等の患者さんに施行するもので、これらの患者さんへの血液浄化療法も担当しています。
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人工呼吸器業務
人工呼吸器は、「脳の呼吸中枢に障害が起きたり、頸髄損傷・
重症筋無力症等により呼吸筋が麻痺したために自力では十分な
呼吸が行えなくなった場合」
・
「肺疾患によって血液への酸素供
給や炭酸ガス排出が不十分となった場合」
・
「呼吸に多大な労力
を必要とし、患者さんの消耗が著しい場合」といった、自分の
力で十分に呼吸が行えなくなった患者さんのために、電力やガ
スの圧力を利用して、機器の力を借りて自動的に呼吸の補助を
人工呼吸器を装着している患者さんを訪れ、
行います。
作動状況の確認
最近ではモニター装置・警報装置・換気パターンの選択など、
複雑な機能が内蔵されているものが多く、高度な専門知識が必要ですが、人工呼吸器を必要とする患者
さんに即時対応できるよう、保有している人工呼吸器に対し、回路等の準備点検等を行っています。
また、患者さんに装着されている間は、毎日作動状況等を点検し記録に残しています。

ペースメーカー業務
心臓は普段、1 日に約 10 万回の収縮と拡張を繰り返していま
す。これは洞結節という心臓の一部位から発生する電気刺激に
より作られ、毎分約 70 回の鼓動のリズムを作っています。し
かし、これらに異常が起こると、刺激が上手く伝わらず必要な
脈拍数をつくることができなくなります。
このような場合にペースメーカーが埋め込まれます。ペース
メーカーは、電池と刺激発生・感知回路と心電図を伝えるため
のリード（導線）でできた小さな人工臓器で、働きが低下した
洞結節や房室結節などの代わりに電気刺激を心筋に作ったり伝
えたりして、体に必要な脈拍を作り出しています。ペースメー
カーを体内に埋め込む時や定期的なチェック・機能確認・設定
値の変更をする時にプログラマーという機器を用いるのですが、
これらの操作も医師と連携して行っています。

プログラマーを操作し、ペースメーカーの情報を
読み取って、医師に伝える

プログラマー

ペースメーカー

内視鏡業務
消化器内視鏡検査（胃カメラや大腸鏡といった方がピンとく
るでしょうか？）に際して、医師の治療の補佐を行います。
また、使用後の内視鏡の洗浄や点検も担当しています。

治療後の内視鏡の点検
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保守点検業務
病気やけがで手術を受ける際、麻酔器が使われます。
麻酔器には麻酔に必要な酸素や麻酔ガスを体内に届ける
チューブ、麻酔作用で弱まる自発呼吸を手助けする人工呼吸器、
モニターなどが付いています。
これらの機能点検も、手術前の早朝から行います。
麻酔器の点検

輸液ポンプ・シリンジポンプの点検
病院内では注射液を患者さんに正確に投与
するために約 100 台の輸液ポンプ・シリン
ジポンプが使用されています。これらのポン
プを効率良く使用するための管理もしてお
り、必要な部署には何時でも貸し出せるよ
う、常に点検済みの機器を準備しています。
使用後の機器は、その都度清掃・点検して
備えます。また、電気製品である医療機器に
電気的な不具合が生じないよう、専用の測定
装置を使用して電流の漏れを測定し、機器が
正常な状態であることを確認しています。

機器の漏れ電流の測定

輸液ポンプ・シリンジポンプの点検

病院で携帯電話を使ってはいけないのは本当？
携帯電話による電磁干渉（機器が発生するノイズによっ
て、他の機器に障害が発生する事）が原因と思われる医療機
器の誤作動は、1990年代初頭から報告され始め、中でも心
臓ペースメーカーへの影響については多くの事例が発生しま
した。患者さんへの影響は、動悸・めまい・失神の前駆症状
などです。
最近では医療機器メーカーの対応により、新しい製品ほ
ど電磁干渉を受けにくくなっていますが、5年以上前に作ら
れた製品の中には電磁波により誤作動しやすいものもありま
す。
また、植込み型ペースメーカーの電池寿命は長いもので
10年以上あるために、古い機種を装着している患者さんも
少なくないので注意が必要です。また、ペースメーカー以外
にも「心電図モニター」
「輸液ポンプ」
「シリンジポンプ」等
の医療機器にも、携帯電話による電磁干渉の被害が報告さ
れています。
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シリンジポンプ

ペースメーカー

輸液ポンプ

心電図モニター

皆様にお願い
左記のように、医療機器にとって携帯電話が「危険を及ぼす可能性があるもの」であることは確かで
す。とはいえ携帯電話は現代において必需品。持ち込みを禁止することは難しいでしょう。
そこで、医療機器の管理に携わる私達から皆様にお願いがあります。
手術室・集中治療室（ICU）
・透析室はもちろんのこと、個々の患者さんのベッドサイドに至るまで、
院内には至る所に医療機器が設置されており、皆様が思いもよらない場所でそれらと遭遇しているかも
知れません。
全てが影響を受ける訳ではありませんが、これらに支障をきたす可能性をゼロに近づけるため、ご面
倒でも院内に入るときには、携帯電話（スマートフォン）の電源を切るようにしましょう。
当院では「パソコン・携帯電話の院内使用に関する使用規程」を定めており、携帯電話の使用場所を下
記のように限定しております。
上記の業務の他、「糖尿病教室」
・
「腎臓病教室」
・「ＮＳＴ

（栄養サポートチーム）
」への関与、薬学部学生実習の受け

携帯電話を使用できる場所
入れなどにも携わっています。

 者さん自身のベッド範囲内（机上）
患
・各病棟フロアーの公衆電話コー
ナー付近・デイルーム・1 階レストラン前の公衆電話付近

また、こうかんクリニック薬局・水江診療所・鶴見診療
所の薬局でも勤務をしています。

パソコンを使用できる場所

患者さん自身のベッド範囲内（机上）・ デイルーム
※詳細はホームページをご覧下さい

医療機器は非常にデリケートなものであり、
患者さんの生命に直結するものもあります。

されまし
載

た

掲

患者さんが安心して入院生活を送れるよう、
マナーを守った使用をどうぞお願い致します。

週 刊 朝 日「 い い 病 院 」
2011 年版の全国病院の手

術 数 総 覧 に て、「 靱 帯 断 裂 手 術 」
（県内4
位）をはじめ、
「人工関節置換術」「肝切除
術」等が採り上げられました。
当院の特色である「スポーツ整形外科」
「整形外科」「肝臓内科」の業績が掲載され
ています。
また、読売新聞「病院の実力」2011 年
総合編「腰・首の手術」についても、脊椎
外科の症例数が採り上げられています。
担当の大森医師は、日本でも数少ない
「日本整形外科学会脊椎内視鏡下手術・技
術認定医（2 種・後方手技）
」資格を有して
います。
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新 入職員 紹 介
医師 Q.

氏名・出身地
➊専門分野 ➋資格

➌卒業校

➍医師を志した理由

➎趣味・特技

内科

濱田

神奈川県伊勢原市

耳鼻咽喉科

林 裕次郎

都賀 誠二

愛知県

日本鋼管病院所属

工藤 遊山

神奈川県横浜市

堀 知絵美

神奈川県横浜市

➊卒業校

➋医師を志した理由

➍好きなもの・音楽

➎患者さんへ

内科

千葉県市原市

➊筑波大学➋大学院での研究を通して、人間の構造・
機能に興味を持ったことがきっかけです➌バレーボー
ル➎お身体や生活上での悩みについて、何でもご相談
下さい 地域に根ざした医療を提供できるように最善
を尽くします
外科

埼玉県日高市

➊慶応義塾大学➋小さい頃から漠然と命に関わる仕事を
したいと思っていました 一時期、医師と獣医で迷った
が、責任が重くやりがいのある医師を目指しました➌自
転車・温泉旅行➍ケツメイシ・J-POP ➎川崎の地で少しでも多くの方々の
役に立てるよう、頑張っていきたいと思います よろしくお願いします

vol.35

福岡県北九州市

➊産業医科大学➋患者さんやスタッフと良好な関係の
なかで、医療を行っていけるような医師になりたいと
思っています➍マイペース➎散歩➏ J-POP ならなん
でも➐何かとお世話になる事もあるかと思いますが、よろしくお願い
します 気軽に声を掛けて下さい

➌趣味・特技

内科

ふれあい

鹿児島県鹿児島市

京浜保健センター所属

➊産業医科大学➋幼少時から人体に興味を持ち、将来医学を勉強
したいと考えていました➍世話焼きな人間ですが、行き過ぎてお
せっかいになることも多々あり➎ギター➏ハードロック、フュー
ジョン、ブルース、ジャズなど音楽全般聴きます➐医師として未熟者ですが仕事に対し
て誠心誠意、情熱を持って取り組んでいきたいと思います よろしくお願い致します
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➎趣味・特技➏好きな音楽、

➊産業医科大学➋人の役に立つ仕事がしたかったから
➌地域に根ざした病院で、伝統もあるからです➍マイ
ペースかもしれません➏両親を尊敬しています➐精一
杯頑張りますのでよろしくお願いします

日本鋼管病院所属

高橋 信博

➍自己分析すると

日本鋼管病院所属

➊福島県立医科大学➋人の命を救う医師という仕事が一番意義が
ある（人のためになる）職業だと思い志しました➌見学に来た際に
研修医の先生方が楽しく仕事をしているように見えたので、この病
院なら充実した研修生活が送れると思いました➍何事もコツコツとやっていくタイプだと
思います➎スキー➐一生懸命頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします

森 清人

茨城県土浦市

➊整形外科一般➋整形外科認定医➌昭和大学➍ス
ポーツ外傷・傷害の治療に携わりたいと思いこの道に
進みました➎野球観戦・ゴルフ➐丁寧な診療と分かり
やすい説明を心がけたいと思っております

➊卒業校 ➋医師を志した理由 ➌日本鋼管病院を研修先に選んだ理由
または尊敬する人物など ➐患者さんへ

槙野 裕也

岐阜県各務原市

整形外科

➊めまい➋耳鼻咽喉科専門医➌慶応義塾大学➍子供
の頃、病気で入院した際に医師へ憧れを持ちました
➎オーディオ・音楽鑑賞➏ビルエバンス・ノラジョー
ンズなど➐懇切丁寧な診療を医心がけています 何卒よろしくお願い
致します

神崎 拓磨

佑子

➊ペインクリニック 緩和ケア➋麻酔科専門医➌久留
米大学➍人の役に立ちたかったからです➎パン作り
テニス➐「痛み」を緩和できるように頑張りたいと思
います よろしくお願い致します

➊呼吸器内科➋内科専門医・呼吸器専門医➌横浜市
立大学➍弟が喘息であったり、自分が中耳炎で通院
を続けていた小児期に医師の仕事に興味を持ったため
➎ドライブ・音楽鑑賞・スポーツ観戦➏クラシック・洋楽➐ 4 月から新し
い環境に臨み、身の引き締まる思いでおります よろしくお願い致します

後期研修医 Q.

➐患者さんへ

麻酔科 部長

仁部 美保

研修医 Q.

➏好きなもの・音楽

関根 一真

埼玉県さいたま市

➊北里大学➋病気の人の力になれる仕事に就きたい
と思ったので➌テニスなどスポーツ全般好きです➍以
前はパンクやレゲェなど色々な音楽を聴いていました
が、最近忙しいので聴けません➎とにかく話しやすい雰囲気で診療を
しています ぜひ一緒に病気に向き合いましょう

職員
Q.

氏名・職種・出身地
➊卒業校 ➋志望動機・抱負 ➌自分はこんな人です ➍忘れ
られない思い出 ➎好きなもの、得意なこと ➏今一番欲しいも
の、トライしたいこと ➐もしも生まれ変われるとしたら ➑患
者さんへ

増利 舞

保健師 鹿児島県霧島市

➊産業医科大学➋立派な保健師になりたい➌面白いことが大
好き➍たくさんありすぎて書ききれません➎焼き肉➏犬➐自分
➑頑張りますのでよろしくお願いします

家田 優子

看護師 千葉県銚子市

➊川鉄千葉病院附属看護専門学校➋幼い頃からの憧れだった
ため➌几帳面➎料理➐また看護師になります➑自分の出来る
ことを精一杯頑張りたいと思います。

内 夏希

看護師 岩手県奥州市

➊岩手看護専門学校➋どんな状況でも落ち着いて対応ができ
る看護師になりたい➌せっかち、基本的に落ち着きが足りない
ので人に笑われるような失敗が多い➍前職の病院で勤務中に体
調が悪くなり医師にお姫様だっこで運ばれたこと、みんなの前
だったので恥ずかしかった➎通勤時間中の読書やゲーム➏お掃除ロボットルン
バ➐男の人➑早く皆さんに信頼されるような看護師になれるよう頑張ります

大西 絢

看護師 神奈川県横浜市

➊県立衛生看護専門学校➋介護関係の仕事に就こうと思っていましたが、
もっと専門的な知識と技術を身につけ、患者さんの生活をサポートできるよう
になりたかったので➌心配性なのでカバンにたくさんの物を詰めています、す
ぐに物が出せるのであだ名がドラミだったことも➍友人と実習中や勉強中、夜
遅くまで語り合ったこと➎アロマテラピーにハマりつつあります 得技はマッサージ、手が大き
くてぶ厚いので友人から好評➏車の運転（免許は持ってるんですけどね）➐今のままが良いです

近藤 沙織

看護師 北海道函館市

➊市立函館病院高等看護学院➋患者さんが何を考え、何を求めているのかを感
じ取り安心感を与えられるようになっていきたい➌明るく常に笑顔を心がけてい
ます、せっかちなところがあるので落ち着いて一つ一つたくさんのことを学びたい
➍スポーツ大会や学園祭、修学旅行など楽しい思い出ばかり、実習では仲間と支
え合って助け合いながら頑張りました➎バレーボール、映画鑑賞➏新しい環境で生活面もしっかり
自立していきたい➐自分➑患者さんに「ありがとう」と言ってもらえるよう一生懸命頑張ります

佐藤 愛

看護師 神奈川県横須賀市

➊横浜創英短期大学➋祖父が病院でお世話になったときに自
分もこんな風に人の役に立ちたいと思った➌元気、良く笑う、
白黒はっきりさせたがる、犬が大好き、ほめられて伸びるタイ
プ➍小学校の時、給食をおかわりしなかったら先生が心配し
て家に電話してきた➎お酒、おいしい物、ピアノは一応弾ける➏自由な時間
➐また人間になりたい➑笑顔で頑張ります！

冨田 奈歩

看護師 東京都荒川区

➊新潟大学➋入院した際に看護師の方が優しく接してくれた また、看護
体験に行き魅力を感じた➌マイペースで抜けている所が多い➍新潟県の妙
高山に授業で行き、3 日間お風呂にも入ることもできず本当に辛かった、が、
そこで見た流れ星は一生忘れることができないと思います➎旅行、最近は香
港に行きました 旅行先で美味しい物を食べたり美しい景色を見たりするのが大好き➏ホット
ヨガに興味あり、仕事に慣れたら始めたい➐イルカ➑不安もありますが一生懸命頑張ります

河野 知華

保健師 福岡県中間市

➊福岡県立大学➋生活習慣病など予防をすることにより病気
になる人が減って欲しいなと思っているから自分の保健指導で
病気を予防できるようになりたい➌元気がいいこと！➍実習で
小児科の患者さんが最後に色紙で首飾りを作ってくれたこと
➎スノーボード、マラソン➏ランニングウェア➐男に生まれ変わりたい➑新
人ですが、これから一生懸命頑張ります！

松本 理佐

保健師 埼玉県川越市

➊東海大学➋持病を持っている方もそうでない方も健康で定年まで仕事ができるよう
なお手伝いをしたい➌目標ができたら達成に向けて猛ダッシュするタイプ➍ピンクリ
ボンフェスティバル（乳がん撲滅）の学生ボランティアを 3 年間行い、様々な意見に触
れたことや意識が広がっていったこと➎お風呂で鼻歌➏車（大学編入の学費作りのた
めに売ってしまったので）➐イルカになって多くの人を癒したい➑大学で学ぶため退職しましたが、5 年前
にこの病院でお仕事させていただいておりました。またここでお仕事ができることをとても嬉しく思います

石橋 伽奈美

看護師 鹿児島県薩摩川内市

➊県立野田女子高校➋小学生の時に入院したのをきっかけに、
看護師になりたいと思いました➌私はマイペースな人間です
➍クラス全員で二人三脚を頑張った去年の体育祭➎ピアノを
弾くこと 食べ物は甘いものが好きです➏フルートを習いたい
➐ネコがいいです➑はじめまして、社会人一年目です 早く環境に慣れて素
敵な看護師になれるように頑張ります

大浦 瑞樹

看護師 東京都大田区

➊東海大学➋幼い頃、入院中に担当だった看護師さんがとても優しかったので➌大
学 4 年間オーケストラの部活でバイオリンを弾いていました。歌うことも好き➍卒
業旅行でアメリカのディズニーランドに行ったこと 国家試験の合格発表（卒業式
の日）、みんな合格できたこと➎Ｋ－ＰＯＰが大好き東方神起・KARA・2PM・少
女時代・2NE1・BIGBANG・SuperJunior など幅広く➏映画が好きなので大きなテレビで観たい➐ツ
バメに生まれ変わって空を飛びたい！➑笑顔と元気が自慢です！

書上 寛生

看護師 群馬県佐波郡

➊群馬パース大学➋関わる人に幸せになってもらいたいから
➌アニメーションが好きな、いわゆるオタク➍男性教師にバ
レンタインチョコを配ったこと➎美味しいご飯➏洋服、体重計
➐海月（クラゲ）になってみたい➑新人で迷惑をかけてしまう
こともあるかと思いますが、頑張ります

齋藤 麻里子

看護師 神奈川県川崎市

➊県立衛生看護専門学校➋小さい頃、母の見舞いの時に見た看護師さんに憧れて（訪問看護
にも興味があります）➌諦めない。初めて会った人でもすぐに仲良くなれる➍実習で受け持
たせていただいた患者さんの誕生月に、実習メンバーや病棟看護師さん方と共に「ハッピーバー
スデー」を歌ったこと➎雑貨屋さんめぐり。初めての一人暮らしなのでに色々と見てまわって
います➏ﾖガ、また、一人暮らしなので料理や掃除などもきちんとやりたい➐また看護師という道を選んでしまう気
がします➑初めまして、不安と希望でいっぱいですが、患者さんのことが一番に考えられるように頑張っていきます

佐藤 結衣

看護師 広島県福山市

➊東北大学➋高校生の時入院していて、その時の看護師さんが
優しかったから➌のんびり寝ること、20 時間くらいずっと寝られ
る➍ずーっと行きたかったスペインで念願のサッカー観戦、その
時、選手が日本の地震被害の方々に黙とうを捧げてくれたのに感
動➎お菓子作り、テニス、サッカー観戦、献血➏テレビとテレビ台➐ひつじ➑こ
れからたくさんのことを学んで、早く一人前の素敵な看護師さんになりたい

萩原 沙也香

看護師 千葉県旭市

➊旭中央病院附属看護専門学校➋様々な経験を通して、でき
る看護師になりたいです➌ポジティブ➍日勤の時に大地震が
起きたこと、驚きました➎音楽を聴くこと➏炊飯器、オーブン
レンジ➐猫➑笑顔を絶やさず頑張ります
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職員 Q.

氏名・職種・出身地
➊卒業校 ➋志望動機・抱負 ➌自分はこんな人です ➍忘れられない思い出 ➎好きなもの、得意なこと ➏今一番欲し
いもの、トライしたいこと ➐もしも生まれ変われるとしたら ➑患者さんへ

平子 愛美

看護師 神奈川県横須賀市

➊県立衛生看護専門学校➋患者さんの気持ちに寄り添うこと
のできる看護師になりたい、そして「ここの看護を受けられて
良かった」と思える看護を提供したいです➌元気です！！➍実
習でこの病院に来たときとても親切に優しく指導してくれたこ
と➎ピアノが得意➐一生子供な人間（ピーターパンみたいな。
。
。
（笑）➑これ
からよろしくお願いします

堀江 百

看護師 神奈川県藤沢市

➊県立衛生看護専門学校➋ 3 才のときに接してくれた看護師
に憧れ志した➌いつもニコニコ笑顔です➍夢を諦めずに追い
続ければ叶うと実感したこと➎キティーちゃんグッズ集め➏海
外旅行に行ってみたい➐生まれ変わっても看護師を目指した
い➑日々成長できるように何事にも積極的に取り組み、一生懸
命頑張ります

森井 友理

看護師 東京都大田区

➊東海大学➋入院した経験を活かして看護師として人の力になりたいと
思った➌好奇心旺盛で、新しいことにチャレンジするのが好き➍友人と
行ったグアムの海、またダイビングがしたい➎ J-POP・K-POP・洋楽な
ど音楽を聴くのが大好き、オススメの曲があったら教えて下さい➏ペー
パードライバー歴 5 年目なので、練習してドライブに行きたい➐渡り鳥になって世界各地
を飛び回りたい➑この人で良かったと思われるような看護師を目指して元気に頑張ります！

山﨑 千恵

看護師 神奈川県高座郡

➊横浜市医師会看護専門学校➋患者さんから、「この人になら任せられる、看てもらいた
い」と思ってもらえるような頼りがいがある看護師➌人見知りをしない誰とでも仲良くな
れる、人の顔を一度会ったら忘れない記憶力➍本当はいけないけど午前中仕事をしてお昼
ご飯を食べて午後からの授業は眠くて寝てしまってました➎サーフィン、去年やらなかっ
たので今年はなるべく多くやろうと思う➏他のマリンスポーツ、ダイビングなど 海外旅行➐男の人、ネコ
➑新卒ではありませんがまだまだ知らないことがたくさんあります、新人と変わらない気持ちで頑張ります

吉田 敦子

看護師 愛知県知多市

➊千葉労災看護専門学校➋弟の入院でテキパキと働いている
看護師さんを見て憧れました➌意志が強い方だと思う➍リン
ゴダイエットをして、2㎏痩せて 5㎏リバウンドした➎読書
➏スカイダイビングをしてみたい➐地球以外の星宇宙人にな
りたい➑宜しくお願い致します

吉本 真純

理学療法士 福島県会津若松市

➊北里大学大学院➋自分自身が中学生の時に肘の手術、リハ
ビリテーションを経験したため➌典型的な A 型の一人っ子で
す➍学生時代の部活動や東日本大震災のボランティアを経験
し、人間は本当に一人じゃ生きられないんだなと実感した➎ド
ライブ➏スキューバダイビング➐プロ野球選手➑全ては患者様のために！全
力を尽くします

稲船 美樹

薬剤師 北海道函館市

➊北海道医療大学➋笑顔を絶やさず平常心で心配りのできる
薬剤師になれたらと思っています➌しっかりしているようでい
て実は天然（汗）➍学生時代のあだ名は「まめ」でした、今
でも「まめ」と呼ばれています➎ピアノとチョコレートが大好
きです➏やかん➐ライオン➑北国出身です、どうぞよろしくお
願いします

若山 典希

薬剤師 神奈川県藤沢市

➊帝京大学➋前職より継続している抗菌化学療法の認定を取
得する➌興味のあることに深く探求心を持てる➍大学時代、
事故で車を廃車にしてしまったこと➎車（フォルクスワーゲ
ン）
、音楽（ライブ）
、飲み会➏現状で満足しています➐同じ
人間➑薬剤師としての視点・知識を持って、ご相談にのらせて
いただきます
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藤本 早葵

看護師 秋田県北秋田市

➊県立衛生看護専門学校➋もともと助産師希望でしたがこの病
院での実習を通して看護の素晴らしさを学び、看護師として働き
たいと思いました➌何事にも一生懸命に取り組む➍実習で患者さ
んと一緒にリハビリに取り組み、元気に回復する姿をみることが
できたこと➎ダンス、水族館➏英語が話せるナースになりたい➐お魚➑患者さ
んやご家族の方が安心できるように丁寧にかかわっていきたいと思います

松野 公美

看護師 神奈川県横浜市

➊県立衛生看護専門学校➋高校時代の部活マネージャー経験から人
の役に立つことの楽しさを知り、それを活かせる職に就きたいと思っ
た➌人と仲良くなるのが得意➍みんなで迎えた卒業式、地震で怖
かったけど全員での合唱は忘れられません➎眠ること、ヒマを見つ
けてはどこでも寝られる➏車が欲しいのでお金を貯めたい、ですが、ペーパードライ
バー歴 2 年なのでまずは運転から（笑）➐ネコになって自由気ままな生活がしたい

山﨑 朝美

看護師 神奈川県横浜市

➊県立衛生看護専門学校➋常に患者さんの立場になって考え心に寄り添える看護をしてい
きたい➌良くも悪くもマイペース、ON と OFF の差が結構あるかも、「おもしろい人だね」
とか「変わっているね（良い意味で）」って言われると結構嬉しい（笑）➍部活の規則で高
校三年間、膝下の丈のスカートだったこと、中学高校ですてきなあだ名をつけてもらえたこ
と➎音楽（主に邦楽ロック）、ライブも、吹奏楽もやっていた（楽器はファゴット）ので一応音出せます、スタバ
によく行く➏楽器はあるのにほとんど吹けないので休日に楽器を吹ける環境➐男の人になってみたい

横山 美穂

看護師 山形県長井市

➊県立山辺高校➋小さい頃から憧れていたから➌マイペー
ス、よく笑います➍認知症と構音傷害を持つ患者さんを受
け持たせていただいた時、最初は覚えてもらえなかったので
すが、最後に「お前も頑張ってな」と応援してもらえたこと
➎音楽を聴くこと➏料理上手になりたい➐猫➑早く元気になっていただける
お手伝いができるように頑張ります

渡部 尋子

看護師 東京都大田区

➊市立看護短期大学➋命を見つめる仕事に就きたいと考えたから、
将来はチーム医療の一員として自分が何をすべきか的確に判断で
きる看護師になりたい➌元気、真面目だとよく言われます、➍実習
中、患者さんも辛いのに逆に励まされたこと➎映画鑑賞、水族館に
行くこと（癒されます）
、食べること、基本的に嫌いな食べ物がない➏アロマグッ
ズ➐男性、体を鍛えてマッチョになりたい➑何でも気兼ねなくお話して下さい！

磯部 未奈子

歯科衛生士 岐阜県瑞穂市

➊朝日大学歯科衛生士専門学校➋小さい頃から予防で通って
いた歯科医院の衛生士さんが優しかったから、患者さんに安
心感を持ってもらえるようになりたいです。➌明るい、人と話
すことが好き➍前の職場で担当していた患者さんから退職時
に手紙をもらったこと➎海外旅行➏英会話力➐魚➑一生懸命頑張りますので
よろしくお願いします

落合 翔子

作業療法士 神奈川県横浜市

➊国際医療福祉大学➋小さい頃から人の役に立つ仕事がしたい
と思っていました、いつも笑顔で皆様から信頼していただける
ようになりたい➌高校時代硬式テニス部に所属していました、
体を動かすことが好きです➍北海道旅行、札幌雪まつりを見に
行ったこと。➎漫画、ワンピース・宇宙兄弟にハマっています、➏富士山に
登ってみたい➐アメリカ人➑一生懸命頑張りますのでよろしくお願いします

佐藤 晴美

薬剤師 千葉県佐倉市

➊共立薬科大学➋患者さんに安心感を与えられるような薬剤
師になりたいです➌ A 型に見られがちですが、O 型人間です
➍友達とたくさん旅行をしました➎部屋の模様替え➏今年こ
そ富士山に登って見たい！➐コアラ➑院内で見かけたら、気軽
に声をかけて下さい

ら
今号からの新企画、当院近所の隠れた名所・噂のス
ポットをご紹介する「ぶらりご近所めぐり」スタート ぶ
です。

ここでチ

ケットを

買って

り

記念すべき第一回は、
私もずっと気になっていた『大
第一回 大 島 劇 場
島劇場』さんにお邪魔しました。
大島劇場は、当院から歩いて 3 ～ 4 分のところにある大衆演劇場で、開館は戦後間もない
昭和 25 年。代々女性館長が切り盛りをしている歴史ある劇場で、かつては「下町の玉三郎」
梅澤富美男が出演するなど、有名芸人も多数出演した知る人ぞ知る演劇スポットです。
初代から当地で劇場を営んでいる劇場主さん（おかみさんと呼ばれています）も現在三代目、
娘さん（四代目予定）を当院で出産したというご縁もあります。
かつては川崎区内に 18 軒もの演劇場があったそうですが、現在はこの近辺だと大島劇場
を含め 3 件（浅草の木馬館・十条の篠原劇場）
、協会非所属の劇場を含めても 4 件しかなく、
川崎では唯一だそうです。
さて、いよいよ入場。お芝居を観るのは初体験なのでちょっと緊張です。
ん？館内は畳敷きで想像していたよりコンパクト（すみません）
。その分、舞台と客席がと
ても近く、臨場感と一体感を味わうことができそう。他のお客さんも畳に座布団をひいて、か
なりリラックスしています（満員でなければ、脚を伸ばせます）
。ちなみに飲食物の持ち込み
可なので、ビールやおつまみ・お菓子・お弁当を食べながらの観劇がお勧めです。

顔見せショー
畳席

傾斜がついた

公演は一ヶ月ごとで、全国の様々なスタイルの劇団が入れ替えで行っており、芝居も毎日日
替わりで楽しむことができます。それぞれの劇団には、アイドルなみに追っかけがいて、劇団
次第で客層や売り上げはガラッとかわるとのことです。

当日公演を行っていたのは、
東京でも三本の指に入る実力派
「澤村章太郎一座」
による
「章劇」
。
公演は三部構成（顔見せショー・演劇・歌謡ショー）から成り、
合間に休憩時間を挟みながらも、
流れるように舞台は展開。芝居がコミカルな内容だったこともあり、退屈することもなくあっ
という間に終了してしまいました。
～幕が下りて～
「本日はありがとうございました。芝居初体験だったのですが、とても楽しく観させていただ
きました」
澤村章太郎座長（以下座長）
『こちらこそありがとうございました。まだ 11 年目の劇団で、
人数も少なく、これからもますます頑張らないとと思っています。
』
「ぶしつけな質問ですが、東日本大地震から間もない時期に公演を決断されたのは？」
座長『世の中こういう状況なので、公演を続けていいのか考えました。今でも葛藤はとても
あり、
本当にいいのか？と考えます。
ただ、
自分ができることは芝居を楽しみにして来られる方々
に、精一杯の演劇を観ていただくことだと考え、公演を継続しました。
』
《座長さんの表情が、みるみる曇ります。意地悪な質問をしてすみませんでした。
》
「何かメッセージをいただけますか？」
座長『父母ともこの仕事で、敷かれたレールを歩いているようで子供の時は嫌だったのです
が、今は親の名前を汚さないよう精進しています。今後も大衆演劇を幅広く知ってもらえるよ
う活動していきますし、芝居をご覧になったことの無い方は一度は観ていただきたい。観ても
らってから、芝居が楽しいものかそうでないか感じていただきたいです。
』
《突然の取材にも、物腰柔らかく丁寧にお話しいただいた澤村座長さん。人気の劇団と言わ
れるのも、その人柄から十分分かります。今後のご発展を心よりお祈り致します！》

！

綺麗です

歌謡シ

ョーも

ありま

す

さて、そろそろ失礼する時間ですが、個人的な感想を一言．
．
．
観劇未経験でしたが「芝居って面白い！」と教えてもらいました。また、未経験者が考えが
ちな「とっつきづらさ」も無く、一見さんでも気軽に受け入れてくれます。大島劇場は良い意
味で敷居が高くなく親しみやすい劇場でした。
この近所に住んでいて、まだ大島劇場に行ったことが無い方や、お芝居に興味のある方は一
度は訪れないとかなり損かも！？
また、会社の団体（10 人単位）が歓送迎会等で使うこともあるそう。一次会は大
島劇場で軽く一杯やりながら観劇、二次会はセメント通りで焼き肉なんてコースもい
いかもしれません。
平日は 18 時開演なので、仕事帰りに立ち寄ってみてはいかがですか？

熱烈応援！！

ペンライトで

芝居に見入

ってしまう

劇場前で記念に

至

川
崎

大島劇場

澤村章

フ

ァ

ミ

レ

太郎座

〒 210-0834 川崎市川崎区大島 2-16-1
TEL 044-222-8809

長、決

まって

ます

セブンイレブン
追分

【交通】 川崎駅より
タクシー 5 ～ 6 分
バ
ス 「川崎駅前」より臨海バス「大

師行」または「三井埠頭行」
に乗り「追分」下車、徒歩 1
～2分
日本鋼管病院より 徒歩 3 ～ 4 分
開演時間：平日 18:00 ～ 21:30
  土日 13:00 ～ 16:00、18:00 ～ 21:30
料金：大人￥1,500

子供￥800

※公演時間・入場料金等は変更がある場合があります
ので、劇場へお問い合わせ下さい

ス

追

分

大島劇場

新

川

通

り

渡邊外科医院
大島2丁目

日本鋼管
病院

こうかん
クリニック

鋼管病院前
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甚大な被害をもたらした東日本大地震。被災地域周辺の医療機関では、

くばりに感謝〃〃です。これからも弱い人達のため、皆さん身体に気をつけて頑張って下
さい。本当にありがとうございました。心から御礼申し上げます』
また、葉書の裏面には当院 5 階の病棟から見える景色が描かれていました（巻頭言ペー
ジに掲載）
。
復興の道のりは長いと思いますが、どうか頑張って下さい。川崎の空の下より皆さん
のご健勝をお祈り申し上げます。

2010年度 ザ・ベストメディカルスタッフ（グループ）
オブザイヤー
表 彰
彰 決定
表
ザ・ベストメディカルスタッフ（グループ）オブザイヤーとは
当院では
「患者さんのため、
当院発展のため」
業務にお
いて特に優れた活動を行った職員と部署を、
毎年院内職
員の投票により選出しています。
これにより、
職員同士が互いの職務を評価・認識しあえ
るようになりました。
今年度は
スタッフ
（個人）
部門：２階北病棟 吉見 康子 師長
グループ
（部署）
部門： 医療情報室
が受賞しました。

基本理念と行動指針
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
見ずして病人を診る」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. 誠意を持って奉仕する医療
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. 地域に根差した医療
近隣地区を中心に県下・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。
◆患者さんと接する時には、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付け、他部署との

看護部

連携を図ります。

吉見師長
医療情報室スタッフ一同

◆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。

発行者：水野嘉夫 編集：地域連携室 広報
日本鋼管病院 〒 210-0852 神奈川県川崎市川崎区鋼管通 1-2-1
TEL 044-333-5591 URL：http//www.koukankai.or.jp
この情報誌に関するご意見・お問い合わせは E-mail：hiroki-aida@koukankai.or.jp まで

建物の倒壊の他にも、停電・断水・医薬品不足という深刻な事態にみまわれ、
人工透析ができない施設が続出しました。
患者さんは週 3 回程度、設備のある医療機関に通って透析を受けますが、
透析を受けずにいられる限度は最大でも 2 週間、それ以内に重度の病気を
発症したり死亡することも低確率ではありません。特に透析は「大量の水」
を必要とするため、一般の患者さん以上に受け入れの間口は狭くなってし
まいます。
各地で受け入れが行われていますが、当院でも茨城県から 3 名、宮城県
と福島県からそれぞれ 1 名ずつ、計 5 名（3 月 25 日現在）の患者さんを受
け入れました。3 月 18 日、茨城県北茨城市から 3 名の方々が当院に到着し
ました。当日は朝 9 時に現地を出発して、当院に着いたのは 16 時過ぎ。当
日は配給されたおにぎり一個のみ、しかも現地から川崎まで長時間をバスで移動してきたため、さすがに疲れたご様子でした。
即入院していただきましたが、明るく温かい部屋や布団、食事を前に、いたく感激し感謝の気持ちを述べられていました。
これからも微力ながらも全院をあげて、被災地の皆さんのお役にたてるよう努めてま
いります。
後日、皆さんからお礼のお葉書をいただきましたので、掲載させていただきます。
『震災障害者をあたたかくむかえて下さり心からうれしく思います。毎日 24 時間の心
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被災された患者さん頑張ってください！

