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病院行事をご紹介します
節分の会を行いました
「⻤はぁ〜外！福はぁ〜内！」と言えば２月３日節分の日。５病棟は１週間ほど遅れました
が、 ９日に 「節分の会」 を⾏いました。
まず始めに、⾖をまくために準備体操！いつもよりみなさん腕の⼒が⼊っているように⾒え
ました。次に「桃太郎」を皆さんで歌い、⻤が来る準
備をしました。
歌い終わると⻤が２⼈現れて、 ⼀⻫に⾖まき開始！！
（今回は⾖ではなく、患者様が食べやすいようにたまご
ボーロを使用しました） 次々と⾖が⻤に当たり、 ⻤が
弱ったところで患者様が刀で（風船で作った刀）とどめ
をさし、⻤は降参！５病棟の患者様のおかげで、今年も
無事⻤を退治し、福を呼び込むことが出来ました！みな
さん、ありがとうございました！残った⾖（たまごボー
ロ） は皆さんでおいしく頂きました。 来年も⻤はぁ〜
外！福はぁ〜内！

ひな祭り会を行いました
５病棟の２階と３階のホールが、音楽のリサイタル会場になった３月８日。本日は患者様の
ご家族でもあり、プロの歌い手さんでもある方が来ら
れ、３０分間の演奏会を開いて下さいました。日本の
童謡を歌われたときは、患者様も⼀緒になって声を出さ
れていたり、外国の曲は、言葉は違えどもメロディー
に涙される方もいらっしゃいました。普段は野外や大き
な会場で歌われている方々なので、「普段の３分の１の
声量で歌いますね」と言われていましたが、それでも
物凄い迫⼒でした。患者様も「感動しました！」「こ
んな本格的な歌をはじめて聴きました！」と皆様感動さ
れていました。また是非このような機会を作り、皆様
に楽しんでいただきたいと思います。ありがとうござい
ました。

誌
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誕生日会を行いました
５月１９日土曜日、 ４病棟では毎月恒例の５月誕⽣者の⽅の誕⽣日会が⾏われました。 今回の誕⽣日会
では、 ５月の誕⽣者が２名と少なかったですが、 ロビーに患者さんが集まり、 皆で歌を歌ったり、 お
やつとしてケーキを食べながら談笑したりと楽しい時間を過ごす事ができ
ました。 歌を歌った際には、 普段声を出すことがあまりない患者さん
が、 ⼤きな声ではっきりと歌を歌われている姿を⾒る事ができ、 ⾏事な
どで楽しい時間を皆で共有することの⼤切さを改めて感じました。当病棟
では、 毎月⾏う誕⽣日会の他にも季節に合わせた⾏事を、 レクリエー
ション委員や介護スタッフが中心となり企画しています。今後も患者さん
の病棟⽣活を明るく楽しくできるような⾏事を企画していきます。

「病院における防災」について地域講演会を行いました
去年の⼤震災から早１年と３カ月が経過しようとしています。まだまだ記憶に新しい出来事であります。
病院ではどのように防災を心掛けているのか、 防災品 ・ 備蓄食料等はどのくらい備えてあるのか。 病院
職員のみならず、 当院を利⽤してくださる皆様の気になるところかと思います。 今年、 ６月２日に開催
した地域講演会では 「病院における防災」 と題しまして、 病院での災害に対する備えをお話しました。
主に病院が設置している防災設備 ・ 消防訓練の様子 ・ 防災品、 備蓄品の内容を紹介しました。 講演会
で⾏ったアンケートの結果は 「分かりやすくて良かった」 「防災⽤具が使われない事を祈ります」 等の
切実な感想から、 「⼤震災が起きた想定での具体的な防災を聞きたい」 「去年の３月１１日以降から、
防災内容で⾒直した点は？」 「患者の食料備蓄は把握したが、 それを支える職員の備蓄はあるのか？」
等、 「今回の通常想定で話した防災ではなく、 もう少し掘り下げた、 ⼤震災を想定した話を聞きたい」
といったご意⾒も多く頂きました。 その他、
今後の地域講演会の内容として 「ストレスの
話」 「家庭で出来るリハビリや介護の仕⽅の
話」 「ストレッチ体操の話」 を聞きたい。 と
いうご希望も頂きました。やはり⽬⽴った意⾒
としては 「震災」 に備えての意⾒であり、 患
者様やそのご家族様、病院職員が不安を感じて
いるという事を改めて知る講演会でありまし
た。病院側が⼤震災に対してどの様に備えてい
るのか、皆様に安心して過ごして頂けるような
話が出来る機会を、また設けられればと思いま
す。
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栄養科より行事食のご紹介
栄養科では、 毎月 1 回 「お弁当」 を提供しています。 梅御飯弁当、 お花⾒弁当、 さつま
芋御飯弁当、 きのこ御飯弁当、 太巻き寿司弁当、 ネギトロ巻き弁当など、 季節感を感じら
れるお弁当をお作りしています。 普段はお粥を召し上がっている患者様でも、 変わり御飯を
安全に召し上がって頂けるよう、 御飯にゼラチンを入れて軟らかく炊いています。 また、 ミ
キサー食の方も雰囲気を味わって頂けるよう、 食材をミキサーにかけ、 固形化した物をお弁
当箱に詰めて提供しています。 気候の良い時には、 テラスで召し上がっている患者様もい
らっしゃり、 気分転換になるとご好評です。 今後も患者様に喜んで頂ける食事作りに努めて
参ります。

ミキサー食用

太巻き寿司弁当

ほたてご飯弁当

ゆかりご飯弁当
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今後の行事予定について
当院では、患者様の気分転換やより良い療養⽣活を送って頂く為に毎⽉誕⽣⽇会や季節の⾏事を⾏ってい
ます。 その他にも慰問として⽇本舞踊やハーモニカ演奏、 フラダンス等のボランティアの⽅々に披露し
て頂いております。

平 成 24年 度

⾏事予定

⽉

⾏事

４⽉

お花⾒

５⽉

端午の節句

７⽉

七夕会

８⽉

納涼祭・盆踊り

９⽉

秋祭り

10⽉

運動会

12⽉

クリスマス会

1⽉

正⽉・書き初め会

２⽉

節分

３⽉

ひな祭り会

その他、 毎⽉病棟ごとに誕⽣会を開催しています。
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新入職員紹介
４月に入職した新入職員をご紹介します。
入職した意気込みを語ってもらいました。
１病棟

看護師

畑野

利佳

入職し、病棟勤務１０日目です。まだまだ患者様の顔と名前も一致せず、病棟スタッフの名前を覚えることにも必死な状態で
す。スタッフの方々が皆優しく対応して下さることに感謝しつつ、１日も早く勤務に慣れるよう努⼒していきたいと思ってい
ます。

１病棟

准看護師

細嶋

美香

入職して、１ヶ月が経ちました。初めて所属病棟に勤務する前の晩は緊張してあまり寝れませんでしたが、病棟では暖かく迎
え入れて頂きました。まだまだ毎日⼾惑ってばかりですが充実した毎日を送っております。先輩方の患者さんに対する優しく
愛情のある接し方、また細かい気配りのある看護を毎日実際に⾒る事ができています。私も一日も早く患者さんに安心感を与
えられる看護を実践できるよう不⾜している部分は勉強し成⻑していきたいです。

２病棟

准看護学生

齊藤

未菜

入職してから1カ月が経ちました。学校との両⽴ということでこれからもっと⼤変になってくると思いますが、少しでも今
より仕事を覚え、周りのスタッフの方々の⾜を引っ張らないように努⼒していきます。
また、患者さんからも沢山の事を学ばせてもらっています。スタッフの方々や患者さんから教えてもらったことをいかせるよ
う精一杯頑張りたいと思います。

２病棟

准看護学生

⽯⿊

智海

2病棟で准看護学生として働かせていただいています。高校を卒業し、秋⽥を離れ、仕事と勉強を両⽴することは想像以上の
毎日です。スタッフの方々から日々叱咤激励していただき、はやく「助⼿」と呼べるような働きができるように、やる気＋
αで成⻑してゆきます。お世話になります。よろしくお願いします。

３病棟

看護師

佐藤

誠

当院に入職し、 新しい環境で毎日が必死であり、⼤変充実した毎日を送っています。私が分からないこと、不⾜している部
分を先輩方が優しく丁寧に教えて頂いているので、一つ一つ成⻑していることを実感することができました。一日でも早く、
患者様が少しでも和らげる看護を提供ができ、病棟に貢献できるようになれるよう日々努⼒していきます。

３病棟

看護師

⿊⽊

秋穂

入職して１ヶ月が経ちました。環境や仕事にも少しずつ慣れ、充実した日々を送っています。患者様やスタッフの皆さんから
も優しく接して頂き感謝しています。 これからも日々成⻑、努⼒を重ね、頼れる看護師になってまいります。よろしくお願
い致します。

３病棟

准看護師

⻘⽊

怜⼦

今年の４月から准看護師として新しい病棟で勤務することになりました。今までは学生として働いていたので分からない事も多
くあり常に先輩方に頼って働いてきました。准看護師としては知識も技術も未熟で先輩方の指導なしでは看護業務を⾏う事はで
きません。分からない事は調べ、教えて頂いた事はノートにまとめるなど１日１日努⼒して成⻑していきたいと思います。准
看護師として働く以上、アセスメントする能⼒や１つ１つの⾏動に責任が求められると思うので先輩方の⼒を借りながら頑張っ
ていきたいと思います。

３病棟

准看護学生

畠山

友李

東所沢病院に入職して1カ月になりました。学校に通いながらの勤務で、沢山のご迷惑をおかけしていますが、3病棟のスタッ
フのみなさんにとても良くしていただき、今は患者さんとふれあうのが楽しいです。これからも仕事と学校を両⽴し、がんばっ
ていきたいと思います。

４病棟

看護師

板橋

奈津美

入職して１ヶ月が経とうとしています。業務の流れや１つ１つの⼿技、またすべての患者様の把握がいまだままならない状態
ではありますが、先輩方に丁寧な指導を頂き、少しずつ看護師としてのスタートを切り始めました。常に学び続ける姿勢を忘
れず、優先度を⾒極めた上で患者様を第一に考えた看護が提供できるよう努めていければと思っております。
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４病棟

看護師

小島

彩華

入職し、１ヶ月が経とうとしています。まずは仕事に慣れようだったり、患者様を早く覚えようと考えながら働いている毎⽇
です。毎⽇緊張しながら仕事をしていますが、優しい先輩⽅に支えられて充実した⽇々を送っています。⼀人前な看護師とな
れるよう頑張りたいです。

４病棟

看護学⽣

伊藤

麻紀子

入職し、 1ヶ月が経ちました。 まだ右往左往の⽇々ですが、 早く患者様、 スタッフの⽅々と信頼関係を築けるよう、 努⼒し
ていきたいと思います。学校との両⽴でご迷惑をお掛けする事もあるかと思いますが、東所沢病院の⼀員として頑張っていき
たいです。

４病棟

准看護学⽣

早川

唯

東所沢病院に入職して1カ月が経ちました。親元を離れて暮らすのも社会に出るのも初めてで不安ばかりでしたが、4病棟のス
タッフのみなさんはすごくあたたかくて優しく、丁寧に指導して頂き、これからもっと色々なことを学び、患者さんをケアし
ていきたいと思いました。学校と仕事の両⽴もしながら頑張っていきたいです。

リハビリテーション科

理学療法⼠

北村

愛美

当院に入職し、約１ヵ月が経とうとしています。入職した当初の頃は不安のかたまりでしたが頼れる上司や優しいスタッフの
皆様のおかげで病院の環境にも早く慣れることが出来ました。これから、理学療法⼠としてスキルを磨いていかなければなら
ないと実感しています。今後も向上⼼を忘れず、積極的に業務に取り組んでゆけるよう頑張りたいと思います。

リハビリテーション科

理学療法⼠

松永

弥⽣

入職して早1ヶ月が経ちました。まだわからないことが多く、ご迷惑をおかけすることが多いと思いますが、早く仕事に慣れ、
⽇々の努⼒を怠らずに頑張っていきたいと思います。

リハビリテーション科

理学療法⼠

居波

⾠弥

頼れる先輩⽅から治療⽅法や業務内容など⼀つ⼀つ丁寧にアドバイスを頂いているので、少しでも早く身に付けられるよう頑張
ります。そして患者様が⼼地よく⽣活できるように先輩や同期とコミュニケーションをとって充実したリハビリを⾏いたいと思
います。よろしくお願いいたします。

リハビリテーション科

理学療法⼠

神⼭

武⼠

入職して早くも1ヶ月が経とうとしています。⼾惑ってばかりで、不安な事が多いのですが上司や先輩⽅から指導して頂いた事
をしっかりと身につけ、成⻑できるように取り組んでいきたいです。また、患者様が快適な⽣活を送れるようなリハビリを⾏
えるように笑顔で頑張っていきます。

リハビリテーション科

理学療法⼠

小名⽊

敬⼠

東所沢病院に入職し、約１ヵ月が経ちました。知識や技術、患者様との接し⽅などにおいて自分の未熟さを感じることが多く
あります。そのため、必要な知識や技術の習得に励み、少しでも早く患者様の役に⽴てる人になるために⽇々精進していきた
いと思います。

リハビリテーション科

理学療法⼠

渡辺

亜希子

入職し、早１ヶ月が経とうとしています。まだまだ分からない事ばかりでご迷惑をお掛けすることも多いと思いますが、先輩
⽅のアドバイスを頂きながら頑張っていきたいと思います。よろしくお願い致します。

リハビリテーション科

作業療法⼠

⼟⽥

勇弥

私は表情が硬いと言われることが多いので、笑顔を常に意識し、明るく楽しいリハビリが⾏えるよう努⼒していきたいと思い
ます。 また、社会人として⼀歩踏み出したばかりですので、先輩⽅を⾒て様々な⾯で成⻑していきたいです。他職種の⽅々
との連携が重要だと思いますので、皆さんよろしくお願いします。
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リハビリテーション科

作業療法⼠

渡邊

千裕

当院に入職してからとても頼りになる先輩スタッフや他職種の先輩方、またたくさんの笑顔を下さる患者様やご家族との出会い
がありました。また、少しずつではありますが新しい環境にも慣れてきました。これからも先輩方から１つでも多くのことを
学び知識、技術を確実なものにしていくとともに、皆様から愛される作業療法⼠になりたいです。

リハビリテーション科

言語聴覚⼠

三成

淳

言語聴覚⼠として入職しました三成 淳です。 東所沢病院の職員として病院を利⽤されるすべての方に「満足」以上の「感
動」をしていただけるような医療を提供させていただけるように精進していく所存です。よろしくお願いいたします。

栄養科

管理栄養⼠

⽯垣

美奈⼦

入職して１ヶ月が経ちました。 先輩方に熱心にご指導頂き、奮闘する毎日です。一日でも早く仕事を覚え、患者様を笑顔に
できるよう努⼒していきたいと思っています。

栄養科

管理栄養⼠

泉

依江

当院に入職して１ヶ月が過ぎようとしています。今は覚えることが多く、毎日その日に書いたノートを⾒直して、少しでも早
く仕事が覚えられるようにと忙しい日々を送っています。患者様や一緒に働く先輩、同期信頼される管理栄養⼠になれるよう、
これからも努⼒を続けます。

栄養科

調理師

多⽥

知世

入職してあっという間に１か月が経ちました。職場の雰囲気にも慣れ、先輩方の分かりやすいご指導の下、日々少しずつ仕事
を覚えてこれたと思います。まだまだ覚えることはたくさんありますが、１年⽬のうちにたくさんのことを吸収し、今後に活
かしたいです。 頑張ります。

栄養科

調理師

德江

美咲

配属されて早１ヶ月、ようやく新しい環境にも慣れてきました。毎日少しずつではありますが、一つ一つ仕事を教えて頂き、
日々勉強になります。早く仕事を覚えて、患者様に喜んで頂ける食事が作れるよう頑張っていきたいと思いますのでご指導の
程よろしくお願い致します。

医療福祉科

MSW 林⽥

さとみ

入職してから今日まで、新しいことを覚えるのであっという間の１ヶ月でした。まだ出来る事も少なく、皆様にご迷惑をおか
けする事もあるかと思いますが、一生懸命頑張りますのでよろしくお願い致します。

総務課

事務

島村

幸司

私が東所沢病院に入職して１ヶ月程が経ちました。 その間に、私が受付にいると「⾒ない顔だね」と来院される方に言われ
る事があり、その方は私よりずっと東所沢病院に詳しいのだろうと感じました。出来るだけ早く多くの事を覚えて患者様、ご
家族様方そして職員の役に⽴てるように頑張りますのでこれからもよろしくお願いします。

外 来 診 療 担 当 医
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⾦

土
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内

科

午 前

午 後

午 前

午 後

午 前

午 後

午 前

午 後

午 前

午 後

午 前

山口

馬島

山口

牧野

山本

山本

高崎
深澤

高崎
深澤

林

林

馬島

平 日 ： ９ ： ００〜１２ ： ００ １４ ： ００〜１７ ： ００
（診察開始時間９ ： １５〜）
土曜日 ： ９ ： ００〜１２ ： ００
（診察開始時間９ ： １５〜）
日 ・ 祝 ・ 祭日は休診です

社会福祉相談室のご案内
当院への入院相談及びお問合せは、 『社会福祉相談室』 が担当しております。
入院前の疑問や不安、 入院後における様々なご相談に応じています。 患者様やご家族が安⼼して療養に専念していただ
けるように、 専⾨的な知識を持った医療ソーシャルワーカーを是⾮ご利⽤ください。
ご相談は無料です、 内容は秘密をお守りします。 あらかじめご予約の上、 お気軽にお越しください。 電話でのご相談
も承ります。
相 談 時 間
○平日 ： 9 ： 00 〜 17 ： 00(12 ： 30 〜 13 ： 30 を除く)
○土曜 ： 9 ： 00 〜 12 ： 30

東所沢病院の理念・基本⽅針・患者様の権利・職員倫理
理念
高齢者医療に⼼やすらぐサービスの実践
基本方針
○患者様の権利を尊重し、 笑顔と対話による医療 ・ 看護
を実践する
○⾃⽴に向けたリハビリテーションを展開できるよう⽀援
する
○療養環境を整備し、 安全を確保する
○退院後に安⼼して地域で暮らせるように、福祉との連携
をとる
○⾃ら学び医療⼈として節度を持ち、全員で働きやすい職
場環境を作る

■発行■ 東所沢病院（日本医療機能評価機構認定病院）
〒359-0013 埼玉県所沢市城435 -1
TEL(04)2944-2390 FAX(04)2944-5236
http://www.h-tokoro.jp/
■編集■ 広報委員会

患者様の権利
○平等かつ公平に医療を受ける権利
○個⼈として尊重される権利
○⼗分な説明と情報提供を受ける権利
○⾃分、 または代理⼈による意思で選択 ・ 決定する権利
○⾃分の情報を承諾なくして第三者に開⽰されない権利
（プライバシー保護）

職員倫理
１私たちは、 ⼈間愛の精神を基本とし、 医療者として常
に専⾨的な知識と技術の習得に努めます。
２私たちは、 すべての医療⾏為において、 患者様の権利
を尊重し、 互いに協⼒して適切な医療を提供します。
３私たちは、医療を通じて社会の発展を尽くすとともに、
法に従い、 社会秩序の保持に努めます。
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