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４月より新しい年度が始まりました。社会
全体が、一人ひとりが正月とは異なった新
鮮な気持ちでスタートラインにつく月です。

本医療法人も、会社立の日本鋼管病院か
ら、医療法人こうかん会になって 5 年とい
う一区切りの年月が過ぎ、新たな 6 年目の
スタートラインにつきました。「こうかん会」
には、日本鋼管病院を始めとして、こうか
んクリニック・水江診療所（京浜保健セン
ター）・鶴見診療所（鶴見保健センター）・こうかん訪問看護ス
テーションの５つの施設が、地域医療のためにネットワークを
組んで尽くしております。

この 4 月から、メタボリックシンドロームに対する特定検診・
特定保健指導が始まります。本院と関連深いＪＦＥスチール・
ＪＦＥエンジンの企業内健診に対しては、水江診療所（京浜保
健センター）や鶴見診療所（鶴見保健センター）が対応してお
ります。

本院でも一般住民の方々や他企業の職員さんの健診に対して、
今まで以上に充実した対応ができるよう、昨年 12 月人間ドック
健診センターを増設・増員しました。

また、一昨年開設した透析センターも昨年増設し、地域の皆
様の要望に答えられるように努力しております。

医療崩壊が叫ばれてから数年が経ちましたが、徐々にではあ
るものの医療に対する厚労省をはじめとした世の中の理解が進
み、明るい兆しが見えてきたのではないかと思っています。今
後更により良くしていくためには、患者さんと医療者が共に協
力しながら、病気に対して立ち向かっていく姿勢が重要ではな
いかと思います。

昨年度末は、日本病院機能評価機構による認定病院としての
5 年目の更新を受審しました。機能評価では、医療の質・透明性・
公正性・チーム医療が求められています。また地域に対する貢
献度も重要視されています。

新年度を期して、「カイゼン、Kaizen」を続け、本院の理念の下、
全職員心を一つにして皆様のお役に立てるよう努力して参りま
すので、本年度もどうぞよろしくお願い致します。
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精神科とは．．．

内科・外科・整形外科など病院には多くの診療科がありますが、大体ど

のような診療をしているのか、その科の名前を見れば想像がつくのではな

いでしょうか。しかし精神科に関しては、その診療内容のイメージが湧か

ない事が多いようです。

実際、初めて精神科を受診される方の中には「どうして精神科を勧めら

れたのかわからない」と言われる方もいらっしゃいます。

また、「スピリチュアルカウンセラーのような人に会えるのではない

か？」といった過大な期待を持って受診される方もいらして、「大した話

もなく、いきなり薬を出された」と憤慨されるなど、誤解が生じるケースも珍しくありません。

そこで、『精神科とは何をするところなのか？』　ご紹介しようと思います。

まず始めに「病院に行く」ということはどういう事かを考えてみましょう。

生き物は様々な器官の集合体です。『器官』というのは、〝生物体を構成し、一定の形態をし、特定

の生理機能を有するもの〟と定義されており、言い換えれば〝はっきりわかる形があって、生きてい

くうえで必要な働きをもっているもの〟ということです。

例えば、胃は胃袋という形があり食物を消化する働きがあるので『一つの器官』ということになり

ます。更に、この器官の働きに何らかの不具合が起こると体調不良が自覚されるのですが、これを「症

状」と言っています。皆さんは、この自覚された症状に応じて受診する診療科を選んでおられます。

例えば「音が聞き取りにくい」という不調（症状）を自覚された時には、「耳」という器官が司っ

ている「聴く」という働きに不具合があるので、病院に行きます。そして、その器官の問題を診察し

ているのが耳鼻科なので耳鼻科を受診することになります。

このように自覚されている体調不良（症状）が、どこの器官の不具合を表しているのかが明らかな

場合は、受診する診療科を迷うことはありません。

耳鼻科・眼科・泌尿器科などのように「扱っている器官」を標榜している診療科は、これに当たる

ことが多いようです。また、どこの器官の不具合か分からなくても、小児科・婦人科のように「対象

になる方の特徴」を標榜している診療科も、診療内容はイメージしやすいと言えます。

一方、精神科はどうでしょう？

『精神』とは、対象となる器官や患者さんの特徴を表しているも

のではありません。「精神」という器官は人体にはありませんし、

『精神』という人達もいません。これが、診療内容をイメージしに

くくしている原因の一つです。

各 科 紹 介　〜精神神経科〜
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我々精神科は、「脳」という器官の幅広い働きのうちの「精神活動」の不具合を扱っております。

精神活動のことを『こころ』と表現することがあるので、学生さんなどに「人間のこころはどこにあ

るのでしょうか？」と質問すると、胸の真ん中を指して「このへん」と答えることが多いのですが、

実際は精神活動・こころの発生地点は脳ミソの表面の大脳皮質といわれる部分にあります。

少し脱線すると、大脳皮質は神経細胞の集合体であるために、精神科のことを神経科と言ったりす

る事があります。ですから、器官を標榜する他の診療科を真似ると「大脳皮質科」と名乗ることにな

るのですが、現実にはその働きの一部しか担当していないので、厳密に名乗ると「部分的大脳皮質科」

などというこの上なく怪し気なものになってしまうため、「精神科・神経科」という名称に落ち着い

ているのかも知れません。

脳は生命活動全ての司令塔であり、様々な働きがあります。内臓の働きを調

節するのも、手足を適切に動かす指令を出すのも、物を考えたり感じたりする

ことも全て脳の働きです。これらの働きのうち我々精神科が扱っているのは、

主に物を考えたり感じたりする部分です。

例を挙げてご説明すると、　「誰かが自分を見張っている！」と全くそのよう

な事実がないのに心配している方がいるとします。

これは我々が良く経験する「妄想」といわれる脳の働きの不調を表す症状で

すが、こうした不調があるために、この方は常に落ち着きなく周りを見回しな

がら歩き、昼間だというのに部屋中のカーテンを閉め切って怯えているのではないでしょうか。この

ように考えたり感じたりする脳の働きに不調があると、通常と違った言動がみられるようになるため、

我々は脳の働き具合を、話の内容や行動から判断していくことになります。しかし、このことは何も

病気の時だけに用いられる考え方ではありません。

「年頃の娘さんの帰宅が遅い」と心配しているお父さんを想像してみてください。居間と玄関を何

度も往復し、鳴ってもいない携帯電話を閉じたり開いたり、明らかに平素と違った行動をして「お父

さん、落ち着いてよ！」と家族になだめられたりするでしょう。このように「何か悪いことが起こっ

たに違いない・不安だ・心配だ・落ち着けない」といったこころの状態は、言動を見ることにより推

測することができるのです。但し、こうした「誰でもそのような状況では同じようになってしまう、

一時的なこころの不安定さ」を病気とはいいません。脳の働きの不調といえるのは、「通常そのよう

な状況では感じないことや考えないことを言っている」場合や「事態が解決したのに、こころの不安

定さが解消しない」場合などですので、娘さんの心配をしている世のお父さん方が精神科にいらっしゃ

る必要は、勿論ありません。

そして、このことに関連して是非ともやめて頂きたいのが、精神科の患者さんたちを危険な人々、

恐ろしい人々と勘違いすることです。通常と違った言動を示すのが脳の不調のサインであるというと、

「変な行動をする危ない人」と誤解されてしまうのですが、脳の不調の場合は「誰かに狙われている

のではないか？」と怯えたり、「大変な事が起こるのではないか？」と不安に思っているために見ら
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れる言動であるのに対して、犯罪を犯すような人達が示している不審な言動は、「誰かを狙って何か

をしてやろう！」としているものですから、まったく正反対の状態であることをご理解いただきたい

と思います。

最近の大脳生理学といわれる学問領域の発展に伴って、脳の働きに関しては様々な事が分かってき

ました。とはいえ、人間の精神活動は複雑ですから、その全てを解明することは不可能です。現在我々

が「診察」と称していることは、これまで分かっている脳の働きに関する知見を総動員して、患者さ

んのお話や行動の中で

「考え方や感じ方で心配な部分があるのか？」

「あるとしたならばどこがどう心配なのか？」

「この方の『人となり』そのものとはいえないのか？」

というようなことをじっくり考えて判断することを指しています。

先ほどご紹介した、妄想に基づく明らかな行動異常を伴うような状況であれば

判断は比較的容易ですが、当院のような病棟を持たない精神科ではそれほどの状

態の方はお引き受けできないため、お話される内容やわずかな行動上の問題だけ

で判断しなければならない場面が多くなります。

この作業は魂のささやきを伝える霊能者の先生のようなオーラが出るわけでもなく、これまでの生

き方をズバリと斬ってくれる占いの先生のような爽快さもないため、「フンフン言って話を聞いてい

るだけの医者が薬を飲めといってきた！」という結果になり、様々な誤解を招いてしまうのだと思い

ます。

また、「よく話を聞いてくれるから、という理由で精神科を紹介された」とおっしゃる患者さんが

おられるのですが、我々がしている事は考え方や感じ方の心配な点の観察であり、生き方や人生観の

ご指南をするわけではありませんので、人生相談的な事を想像していらした方にはご満足いただけな

いことが多いかもしれません。

いかがでしょう、少しは精神科についておわかりいただけたでしょうか？

精神の病も人間の体を構成する脳という、〝一つの器官の不調〟に過ぎません。胃や腸の不調が誰

にでも起こるように、脳の不調も誰にでも起こるのだと、誤解や偏見のないよう考えていただければ

と思います。

そして、いつの日か、「ちょっとお腹の調子が悪いから内科に行ってきた」と言うように「ちょっ

と脳の具合が悪いから精神科に行ってきた」と気軽に言える日が来ることを願ってやみません。

精神科　部長　下山 千景
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ご存じですか？　当院でも行っています。

ロールシャッハテスト
スイスの精神科医ロールシャッハが創案した性格テストで、左右対称のインクの染みの図版を患者

さんに見せて、連想するものを言ってもらう、投影法という性格検査の一種です。ご存知の方も多い

のではないでしょうか？総合的に被験者の特徴を診断するものです。

バウムテスト
自由に描かれた１本の木から、その樹木を描いた本人の心理状態を診断するもので

す。A ４程度の画用紙に、木を１本描きます。実のなることにはあまりこだわらなく

てもよく、どんな木でもよいのです。

その絵が出来上がったら、まずその

木が紙の上でどのように位置付けら

れているかを見ます。その絵に投影されたメッセー

ジから，さまざまな心理状態を読み解こうというも

のです。

精神神経科　外来担当表
月　曜 火　曜 水　曜 木　曜 金　曜 土　曜

下　山　☆ 下　山 中　山 下　山　☆ 下　山　☆ 第 1 および
3 週

中　山 中　山　☆ 中　山 北　村

初診の方は　午前 8:30 ～ 11:00 にこうかんクリニック初診受付へお越し下さい。
初診受付は☆印の診療枠でお受けします。
現在、初診の患者さんが非常に多く、お待ちいただく場合がございます。あらかじめご了承下さい。
土曜日は再診のみとなります。（第 2・4・5 週は休診です）
診療体制は予告無く変更される場合があります。

??



6

桜も満開の 4 月 1 日（火）の朝、毎年のことながら、緊張した面持ちで

リクルートスーツに身を包んだ顔が何人も当院の門をくぐってゆきます。今

年もめでたく 33 名の新入職員を迎え、医療法人社団こうかん会の入職式が

行われました。研修医・看護師・保健師・放射線技師・歯科衛生士・臨床工

学技士・事務職。各々の制服に着替えて水野理事長の話に聞き入る新人さん

達は皆緊張した面持ちですが、これからの活躍を期待させる凛々しい顔ぶれ

ばかりです。

当院では、各職種合同の新入職者オリエンテーションが 4 月 1 日（火）

から4日間にかけて行われます。就業規則の説明、親会社であるＪＦＥスチー

ル京浜製鉄所の見学、安全衛生・人権・防災・医療倫理・個人情報に関する

講話、接遇教育など内容盛りだくさんな研修です。そして研修最終日には、

新入職員歓迎懇親会が川崎日航ホテルで開催され、翌週月曜日からは、晴れ

て各職場に配属されることになります。

ここで、入職式の水野理事長のスピーチを簡単ですが、ご紹介します。

『人の最大のストレスは、「肉体的には痛み」であり、「精神的には孤独」と言われています。患者さんはその両

方を持ち合せた最大のストレスを持った人々で、皆さんはその人たちを相手にする大変に難しい仕事に就く訳で

すが、苦労すればするほどその後の喜びの大きい、とてもやりがいのある仕

事です。仕事や人間関係の不安もあるでしょうが、初めは出来なくて当たり

前、色々な経験をして身につけていくものです。

しかし、ただ漫然と身につけていくのか、積極的に意欲をもって身につけ

ようとするかの態度で、その後の自分自身は異なります。物事を見出してい

こうとする時に大切な事は、「気にすること」すなわち「関心を持つこと」、

そして「思い込みをしないこと」であると思います。そうすれば新しい発見

があり、それが進歩につながります。

患者さんのため・医療の道を志した自分のために、今日この瞬間を懸命に

生き真摯な態度で仕事にぶつかっていくことが、自分のため・病院のため・

ひいては社会のためになることであると私は考えています。仕事を楽しく、

好きになりましょう。楽しくなければ進歩はしません。

皆さんが、この言葉を自分のものとして受け止めて、今後 1 人も欠ける

ことなく、当院で医療に携わる仲間として、公私共に充実した毎日を送るこ

とができるよう応援していきたいと思います。』

　希望に胸膨らませて社会に巣立った新人達、まだまだ未熟な部分も多く、

当院をご利用される患者さんをはじめとした皆さんには、ご迷惑をお掛けす

ることもあるかもしれません。

そんな時、親や兄弟の目線で、時に温かく時に厳しく見守っていた

だければ幸いです。それが成長の大きな糧に必ずなるでしょう。

入 職 式

工場見学、つばさ橋を背景に



7

新 入 職 員 紹 介新 入 職 員 紹 介
医 師

内科
赤尾 正樹

山梨県出身

幼少時に小児ぜんそくのため
病院に通院する事が多かった
のですが、その頃から「将来
は医師になるんだ」と考えて
おりました。地域の皆さんに
信頼され、また少しでも貢献
できるようコツコツと努力を
重ねていきたいと思います。
宜しくお願い致します。
趣味■歴史小説を読むこと。
最近「ローマ人の物語：塩野
七生」を読破！

内科
高橋 洋輔

兵庫県出身

「家族や友人といった身近な人

や周囲の方々の役に立ちたい」

と考え医師になりました。適

切なプライマリケア（初期診

療）が、二次三次医療に繋がり、

それが患者さんの満足できる

医療として還元されるものと

考えております。

趣味■音楽鑑賞

内科
小野 友佳子

東京都出身

医師はやりがいのある職業と

考えておりました。皆様のお

役にたてるよう頑張りますの

で、どうぞよろしくお願い致

します。

趣味■バスケットボール

整形外科
歌野原 慎一

広島県出身

医師はやりがいのある職業と

考えており志しました。

行き届かない部分もあると思

いますが、精一杯頑張ります

ので宜しくお願い致します。

趣味■アイスホッケー

整形外科
米川 正悟

東京都出身

整形外科の領域に興味を抱い

ていたため志望しました。4 月

より日本鋼管病院で整形外科

の後期研修をさせていただき

ます。宜しくお願い致します。

趣味■野球・サーフィン

放射線科
山田 祥岳

東京都出身

家族や親類の役に立ちたいと

考えたのがきっかけです。患

者さんのお役に立てるよう頑

張りますので、よろしくお願

い致します。

趣味■野球・サッカー

産業医
橋場 昌義

長崎県出身

予防医学の実践を通して医療

に携わっていきたいと考えて

います。

水江町にある日本鋼管病院水

江診療所に勤務しています。

地域の皆さんは是非ご利用下

さい。

趣味■映画鑑賞

井上 満穂
神奈川県出身

自分の尊敬する人が医師であ

り、医学・医療のおもしろさ

に興味を持ちました。

やりがいを感じながら研修に

臨みたいと思います。精一杯

頑張りますので宜しくお願い

致します。

趣味■スキー・スノボ・山登り

関根 一真
埼玉県出身

元々は家族の病気を治したく医

師を志したのですが、今はで

きるだけ多くの患者さんも自

分の家族同様に診療できる医

師が目標です。これから精一

杯研修に取り組んで参ります

ので宜しくお願い致します。

趣味■映画鑑賞・テニス・ス

ノボ

森　清人
千葉県出身

患者さん一人一人と向き合い、

それぞれの生き方を支援でき

る医師になりたいと思います。

日常生活の中で、お気づきに

なった身体の変化を丁寧に伺

いたいと思います。

趣味■ランニング・筋トレ

藪内 章雅
神奈川県出身

患者さんと接し病を治すとい
う臨床や、医学研究等を通じ
て、将来社会に貢献できる非
常にやりがいのある仕事と考
え医師を志しました。未熟者
ですので色々ご迷惑をお掛け
することもあると思いますが、
一生懸命頑張りたいと思いま
す。宜しくお願い致します。
趣味■テニス・スキー・映画
鑑賞・部屋の模様替え

研修医

お願いします！
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川上 紗絵子
保健師

福岡県出身

患者さんが健康でいられるよう支
援していく保健師の仕事に魅力を
感じていました。いつも笑顔で毎
日を過ごすよう心がけています。
気軽に声をかけて下さいね！
密かな楽しみ■最近引っ越してき
たばかりなので、近道や抜け道を
探すこと

森岡 香織
保健師

岡山県出身

患者さんが心身ともにいつまでも
活き活き暮らすことができるよう
お手伝いしていきたいと思います。
メタボ健診が始まります。一緒に
内臓志望を減らしましょう。
趣味・特技■子供と一緒にピアノ
を弾きながらアニメソングや童謡
を歌うこと

角 由貴絵
看護師

山口県出身

祖父が入院した時、みんなに優し

く接して下さった看護師さんに憧

れました。「私もそんな看護師さん

になりたい」と思います。

色々ご迷惑をお掛けすることも多

いと思いますが、精一杯頑張りま

すのでよろしくお願いします。

菊地 遥佳
看護師

山形県出身

小さい頃からの夢で、人の役に立
ち誰からも信頼される看護師にな
りたいと思っています。初めまし
て。まだまだわからない事ばかり
ですが、よろしくお願い致します
趣味・特技■歌うことが大好きで、
よくカラオケに行きます。コンサー
トやライブも時間があれば行きます。

保健師 看護師

吉岡 愛也香
看護師

熊本県出身

母が看護師ということもありこの

仕事を選びました。将来は色々な資

格を取得してスキルアップして、看

護教育に関する仕事をしたいです。

趣味・特技■カラオケと、最近ダー

ツにハマっています。特技の水泳は

インストラクターの資格有りです。

吉岡 由紀
看護師

神奈川県出身

学生時の部活のマネージャー経験

を通して、将来は人の役に立つ仕

事、家族や大切な人たちの健康を

守れる仕事をしたいと思いました。

心を込めた看護をします。

趣味・特技■特技は書道。散歩やお

いしいものの食べ歩きが好きです。

宮本 あずさ
看護師

福岡県出身

両親ともに看護師で身近に感じて

おり、両親も勧めてくれたので。

わからないことだらけですが、こ

れから頑張って勉強して思いやり

のある看護師を目指します。よろ

しくお願いします。

趣味・特技■読書と買い物

古内 詠子
看護師

岩手県出身

人の笑顔を見るのが好きで「この看
護師さんに出会えて良かった」と思
われるようになりたいです。出身は
岩手ですが学校は青森だったのでか
なりの青森通です。青森のことなら
何でも聞いて下さい。逆に川崎は全
然分からないので教えて下さい。
趣味・特技■おいしいものやお店、
きれいな景色を見つける事

浅野 沙織
看護師

秋田県出身

人と関わり、役に立てる仕事をし

たかったので看護師を志しました。

患者さんの立場に立って考え、行

動できるようになりたいです。ご

迷惑を掛けてしまうかも知れませ

んが、笑顔で一生懸命頑張ります。

趣味・特技■音楽鑑賞が大好きです。

倉下　慧
看護師

神奈川県出身

家族が入院した時に、担当の看護

師さんがとても優しく温かく看護し

てくれて憧れました。皆さんに迷惑

を掛けてしまう事があると思いま

すが、よろしくお願いします。

趣味・特技■ご当地キティちゃん

集め

大久保 知美
看護師

福岡県出身

患者さんの事を第一に考えて、笑
顔を忘れず患者さんに元気を与え
られるよう行動できる看護師にな
りたいです。
趣味・特技■映画鑑賞、お菓子作
り（甘いものが大好きなので）。特
技は中学の頃やっていたバスケッ
トボール。

中里 真優
看護師

長崎県出身

誰かの役に立てる仕事がしたかっ

たため。明るさと病気知らずの元

気が取り柄です。早く慣れるよう

頑張ります、よろしくお願いします。

趣味・特技■ビーズ小物作り。音

楽全般（演奏するのも、聴くのも！）

佐山 伸子
看護師

青森県出身

幼い頃入院した病院の看護師さん

に、とても親切にしてもらったこ

とがきっかけです。どんな時でも

あいさつと笑顔を忘れず、患者さ

んが声をかけやすく、身近に感じ

る看護師になれるよう頑張ります。

よろしくお願いします。

佐藤 真弓
看護師

神奈川県出身

子供の頃、外出先で弟が熱を出し

てしまい不安に思っていた時に、い

とこの看護師がテキパキと看護し

てくれた姿に憧れました。新鮮な気

持ちで頑張りたいと思います。

趣味・特技■以前ホットヨガを少し

やっていました。また再開したいです。

山道 めぐみ
看護師

神奈川県出身

看護のなかで色々な人と関わりた

いと思っていました。いつも元気

で笑顔を忘れずに、患者さんが気

軽に話しやすい看護師になりたい

と思います。

趣味・特技■食べることがとにかく

好きです！

山畑　薫
看護師

鹿児島県出身

入院していた時、お世話をしてく

れた看護師さんに憧れたのがきっ

かけです。日々の生活の中で多く

の事を学び成長していきたいです。

よろしくお願いします。

趣味・特技■バレーボール、買い物
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能野 さゆり
看護師

鹿児島県出身

祖母や両親の入院がきっかけで、

人のためになる勉強をしようと思

い看護師を志しました。種子島と

いう小さな島から来ました。田舎

娘ですが宜しくお願いします。

趣味・特技■音楽鑑賞

尾田原 ゆか
看護師

鹿児島県出身

もともと小さい頃からの夢でした

が、祖母が入院した時の看護師さ

んの優しくケアしてくれる姿を見

て看護師になろうと決心しました。

趣味・特技■習字、バレー、水泳。

遊びに行くことが好きで友達と買い

物・カラオケ・食事にいきます。

野田 良美
看護師

神奈川県出身

知人が入院した時に看護師さんの

働く姿を見て憧れました。患者さ

んを第一に考え、いつも明るくス

ピーディーな行動を心掛け、患者

さんに希望を与えたいです。

趣味・特技■ウクレレ、お笑いラ

イブ、新しい所へ行く事

伊藤 麻衣子
看護師

神奈川県出身

母が病気になった時、何もできな
い自分の無力さを感じてこの仕事
を選びました。人の心に寄り添え
る看護師になりたいです。明るい
事以外に取り柄はありませんが患
者さんと一緒に頑張っていきたい
です。将来自給自足で暮らしてい
くため畑や田んぼが欲しいです。
趣味・特技■パンを焼くこと

杤谷 貴子
看護師

島根県出身

小さな事も見過ごさず当たり前に
できる看護師になりたい。鋼管病
院のスタッフとして患者さんが安
心して診療を受けられ、またこの
病院に来たいと思える看護をした
いです。
趣味・特技■うさぎがいるので一
緒に散歩してます。 バレー・スノボ

岡田 ひとみ
看護師

神奈川県出身

誰かに必要とされる仕事をしたい

と思っていました。笑顔で明るい信

頼され好かれる看護師になりたい。

日々勉強を重ね患者さん第一の看

護を提供できるよう頑張ります。

趣味・特技■テニス、ドライブ、音

楽鑑賞

實川 美智子
看護師

新潟県出身

信頼してもらえる看護師になりた

いです。　良い看護ができるよう

日々努力していきたいとおもって

おります。よろしくお願いします。

中山　涼
地域連携室

神奈川県出身

仕事を通じて誰かの役に立ちたい

と思います。「健全な経営が最適な

医療を提供する」をモットーに仕

事に励みます。

趣味・特技■釣り、魚料理（魚屋

に勤めていたので、魚をさばくの

が得意です。

松井 理恵
放射線技師

岐阜県出身

学生時代、大きな装置を自在に操

る技師さんの姿に憧れたのがきっ

かけです。早く仕事に慣れて患者

さんに信頼される技師になれるよ

う頑張ります。

趣味・特技■卒業旅行でいった沖

縄で体験したダイビング

髙橋 雅雄
臨床工学技士

神奈川県出身

様々な医療機器を通して、医療に

携わりたいと思っております。

趣味・特技■飼っている犬に癒さ

れるのが楽しみです。

村岡 加奈子
歯科衛生士

神奈川県出身

幼い頃怖くてしょうがなかった歯
医者通いが、とても優しく接して
くれた歯科衛生士に出会い楽しみ
に変わりました。私もそんなスー
パー衛生士になりたいと思います。
芸能人は歯が命。一般人も歯が命
です！
趣味・特技■ディズニーランド大
好きです。何でも聞いて下さい！

伊東 美幸
財務課

東京都出身

一つ一つの仕事を確実にできるよ

うになりたい。明るくあいさつを心

掛けます。よろしくお願いします。

趣味・特技■読書

野  友里恵
総務課

神奈川県出身

院内の事を早く覚えてスムーズに

確実に業務をできるようにしたい。

明るい挨拶と分かりやすい説明を

心掛けて患者さんを安心させてあ

げられるようになりたい。

趣味・特技■読書

林 亜沙美
医事課

東京都出身

不安な気持ちを持った患者さんに、

少しでも安心していただけるよう

な、患者さんを一番に考えた対応

ができるようになりたい。

趣味・特技■読書

塚原 裕子
ドック健診センター

神奈川県出身

長く続けられるやりがいのある仕

事なので事務職を志しました。

人間ドッグ健診センターにおりま

す。皆さんドッグや健診を受けに

きて下さい。

趣味・特技■ファッション、ライ

ブに行くこと、映画鑑賞、園芸

事務職

技 師

頑張ります！
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地域医院と
の連携地域医院と
の連携 はた内科胃腸科クリニック

川崎市川崎区渡田向町 15-21212

こんにちは。私は平成 10 年より、川崎区大島にある花田内科胃

腸科医院の副院長として勤務し、平成 17 年 2 月に渡田向町で、は

た内科胃腸科クリニックを開業ました。早いもので、開業してから

もう 3 年が経ちます。

消化器専門医として専門的知識を生かしつつ、内科医としてのこ

れまでの経験をもとに「かかりつけ医」として地域の皆様のお役に

立てるように努力してきたつもりですが、一診療所では患者様の全

てのニーズに応えるのはもちろん不可能であり、専門外の疾患や精

査の必要な方あるいは入院治療を必要とする方は、二次病院にお願いすることになります。

こうかんクリニック・日本鋼管病院は、地域連携・病診連携に積

極的に取り組んでおられ、いつも快く患者様を受け入れて下さいま

す。受け入れてくれる病院があるということは、私たち開業医にとっ

ては大変心強い存在ですが、紹介後の患者様の経過も気になります。 

その点、日本鋼管病院・こうかんクリニックは、受診・入院後の

患者様の経過をいつも迅速に報告していただけるので大変感謝して

おります。 今後も引き続きお力添えをお願いいたします。

院 　 　 長 　畑 　 英 司
 　　日本内科学会認定内科医 

 　　日本消化器病学会専門医 

 　　日本内視鏡学会専門医

診 療 科 目 内科／胃腸科／消化器科

【診療時間】 平日 9：00 ～ 12：00 

  14：00 ～ 17：00 

 土曜 9：00 ～ 12：00

【休 診 日】	 木曜・日曜・祝日

　　ＴＥＬ ０４４－２２１－０１３１ 

　　　ＦＡＸ ０４４－２２１－０１３８

ホームページアドレス 

 http//www.muse.dti.ne.jp /~hata/

市
電
通
り

至
 川
崎

渡田中学校

はた内科胃腸科
クリニック

郵便局

G.S.

渡田

至 エスパ

セブン
イレブン

成就院

〜 お知らせ 〜
○　当院では、苦痛を大幅に軽減する内視鏡検査（経鼻内視鏡検査）を行っております。

○　5 月より毎週木曜日が休診となり、診療時間が変更になりましたので、ご来院の際はご注意下さい。
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そよぐ風にも寒さを感じなくなり、ようやく春本番。そこかしこで生命の息吹を感じます。今年も社会人として産
声をあげた多くの新人さん達を当院に迎えることができ大変嬉しく思います。新入職員紹介のページを編集していて
感じたのですが、志望動機に「人の役に立ちたい」「看護師さんの働く姿を見て憧れた」「小さい頃からの夢」と挙げ
た新入職員が思いのほか大勢いました。そして一番多く挙げられたのが、「元気・笑顔を忘れず頑張ります！」です。
大きな希望を胸に飛び込んできた医療の現場は、必ずしも思い描いていた事ばかりではなく、幾度も壁に突き当た
るかも知れません。「日々元気に笑顔で頑張る」ことは簡単なことのようですが、多忙な日常の中ではつい疎かになっ
てしまうことがあるでしょう。そんな時はこの入職した時の気持ちを思い出してみたら、何かが少し変わるかも知れ
ません。いやいや、むしろこの言葉が必要なのは私を含めた先輩職員なのかも知れませんね。� （H.A.）

◎ 編 集 後 記 ◎

◎平成19年度	
　川崎市病院協会優秀職員協会表彰

本年度も、長年病院業務に寄与した当院職員が表彰を

受けました。

放 射 線 科 …… 晝間　隆弘

内 視 鏡 室 …… 金谷久美子

クリニック中央検査 …… 岩本　康子

前列左から、

晝間・岩本・金谷

鈴木院長・菊地事務局長

と一緒に

◎電気使用合理化表彰
去る３月４日（火）、中区山下町にて電気使用合理化表彰

式が行われました。これは、神奈川県内の数千にも及ぶ会

社・工場・学校・病院をはじめとした様々な事業所の中から、

特に電気の省エネ活動に留意貢献した事業所が選ばれるも

ので、当院もわずか 22 件しか表彰されなかった事業所の中

の一つに選ばれることができました。

当日の式典には、当院の電気設備

を管理する設備保全室梅野室長が出

席し、関東地区電気使用合理化委員

会より表彰を受けました。

「今後も当院の省エネルギーに努めて

参ります。」 室長  梅野

◎地域合同防災訓練
寒さもようやく和らいできた 3 月 17 日（月）、当院周辺６町内会と消防署との合同で地域

合同防災訓練が実施されました。この訓練は、毎年消防署の指導により「首都圏に大規模な

震災が発生して被災された多くの地域の方が当院に避難し、それを当院のスタッフが迎えて

対応する」という想定の下に行われます。

町内会の方や当院のスタッフ、消防署の方など約 150 名が当院前にある公園に集って事前

のミーティングののち訓練は開始されました。被災者の重症度による治療の緊急性を区分するためのトリアージセンターなど

がこうかんクリニック内に設けられると、治療を求める周辺地域からの被災者の方々が、救急車・リヤカー・徒歩などで次々

とこうかんクリニックに避難してきます。職員は誘導や診察・治療の訓練で大わらわでしたが、

予定通り無事終了致しました。

訓練の終わりに消防署長さんの講評がありましたが、このように地域周辺の町内会の方々

と病院が合同で協力して防災訓練を行っている病院は、川崎

市内では当院だけだそうです。

万が一首都圏で大震災が起きた時、当

院に避難されてくるであろう多くの被災

者の方に、病院としてより最善の対応が出来るよう、今後とも近隣の住

民の皆さんと協力して、地域合同防災訓練を実施していく予定です。



「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：hiroki-aida@koukankai.or.jp

2008年5月発行

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
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