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● 2019年度 新入職員紹介 

● 地域講演会を開催しました 

 ～ご家族様とともに学ぶ認知症～ 

● 無料送迎バス変更のおしらせ 

 

-特集- 
生活の中の感染・予防対策（看護部） 
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近年、エコ、経済的な理由からボトルを再利用して中身を入れ替える商品が増えています。 

お風呂でのボディソープ、シャンプー、リンス、キッチンの食器用洗剤、洗濯時の衣類用洗剤な

ど様々です。しかし、容器をきちんと洗って乾かさずに長期にわたって継ぎ足し、詰め替えをす

ると、容器内に細菌が繁殖・増殖してしまいます。 

 生活の中の感染予防・対策 
看護部 

 「継ぎ足し」、「詰め替え」が危険！ 

容器が乾ききる前に「詰め替え」たり、使い切る前に「継ぎ足し」をしてしまうと容器内の水分や 

アミノ酸などが養分となり細菌が繁殖しやすい環境を作ってしまいます。 

繁殖しやすい細菌には「緑膿菌」と「黄色ブドウ球菌」があります。 

公共の手洗い場などで、円筒形の容器に入った緑色の液体石鹸が良く見ら

れます。 

この液体石鹸は、継ぎ足しなどで容器内に弱毒菌がいっぱいであることも

少なくありません。 

病院では免疫力が落ちている人が多数いるので、東所沢病院は、液体石鹸

の容器を廃止しています。 

健康な人が悪影響をうけることはまずありません。 

病気などで抵抗力や免疫力が低下した人や高齢者へ感染すると、 

発熱や肺炎を引き起こす感染源となりかねないのです。 緑膿菌 

黄色ブドウ球菌 

その他細菌 
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 正しい詰め替え方  

    

    

    

   

2 容器の内部・ポンプをきれいに洗う 

4 詰め替え用の液を入れる 

1 全部使い切る 

容器・ポンプを完全に乾燥させることが大切です。 

空の容器をもう一本予備に用意し交互に使うようにするとGood！ 

「詰め替え用パック」に直接差し込んで使うポンプや、パックごと収まる「ディスペンサー」など

も売られています。 

 乾燥させることが大切◎ 

 

ボディソープ、シャンプー、リンスなどは、肌に使うもの。 

清潔にし、気持ちよく使いたいですね。 

 

こんなことも危険・・ 

  

他にも、トイレのドアノブ、水を流すノブやボタンなど用を足した方が手を洗う前に触れる場所はたくさんあり

ます。細菌やウイルス等の病原微生物は非常に小さくて人の目では見ることができません。 

気付かずに、他の人を感染させたり、自分が感染してしまったりするのを防ぐためにも、トイレ使用後はしっか

り手洗いをしましょう。 

トイレットペーパーの三つ折りは危険 

トイレットペーパーの三つ折りは、次の利用者が紙を引き出しやすいようにとの心遣いやおもてなしとされてい

ました。しかし、胃腸炎など感染している人が、手を洗う前にトイレットペーパーを折ると、紙に細菌などの微

生物が付着し、ノロウイルスなどの感染する可能性が高くなることがあります。 

あなたの親切は危険です。三つ折りはやめましょう 

！ 

3 よく乾燥させる 

 



 

4月から1病棟で働くことになりま

した、准看護師の川口ユウカです。 

出身は所沢です。趣味はディズニー

に行くこと・ディズニー鑑賞をする

ことです。知識的にも、技術的にも

至らぬ点が多く、ご迷惑をおかけし

ますが、まずは皆様の名前と顔を早

く覚えられるよう頑張ります。 

どうかよろしくお願いいたします。 

２病棟に配属になりました、新人の

塩野由依です。 

所沢に住んでいます。戸田中央看護

専門学校に通っていました。 

韓流が好きなので、韓国に行きたい

と思っています。まだまだ分からな

いことが沢山ですが、早く慣れるよ

う頑張ります。 

この度東所沢病院の3病棟へ配属に

なりました、看護師の小山です。 

まだまだ慣れないことも多く不安や

緊張もありますが、同期や病棟の先

輩方に支えてもらっています。 

とてもアットホームなこの病院で患

者様も私達職員も笑顔で過ごせるよ

う日々頑張っていきたいです。 

今年から入職しました、鄭 蒙蒙で

す。中国の咬西安市から来ました。 

大学時代からインラインスケートが

好きで、いつも友達と遊びに行きま

す。また、旅行も大好きです。去年

京都にいた時は、色々な観光地に遊

びに行きました。面白かったです。 

早く一人前に仕事が出来るように頑

張ります。 

私はサイ・ガイゲツと申します。 

去年の4月に中国から参りました。

大学2年生から日本語を勉強してい

ます好きなものは動物で、特に犬が

好きです。嬉しい時やストレスがあ

る時、動物園に行って動物に癒され

ます。他には日本の俳優の髙橋一生

さんが好きで、彼の出演しているド

ラマを全部観るほどです。これから

水泳とスケートボードを練習したい

と思っています。 

この度3病棟に配属になりまし

た看護師の伊藤由美子です。 

一日でも早く多くの技術や知識

を身につけ、一人一人の患者

様、ご家族様の気持ちに寄り添

い、信頼される看護師になれる

よう、先輩方のご指導のもと

日々成長していけるようがん

ばっていきたいと思います。 

４病棟に配属になりました、小林 

です。             

寝ることや猫が好きで４匹の猫と同

居しています。趣味・特技は沢山あ

り、球技や釣り等のアウトドアの

他、編み物やアニメ鑑賞等、守備範

囲は広いです。         

至らぬことの方が多いですが、患者

さんに寄り添った看護が行えるよ

う、日々精進していきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

私は学生の頃から、奨学金制度を利

用して、この東所沢病院にお世話に

なっています。 

4月から認知症病棟へ配属となりま

した。まだまだ未熟者ではあります

が、病院理念にもあるように、笑顔

と対話医療による看護の実践が出来

るようどんな時でも笑顔でいること

を大切にしていきたいです。 

はが あんな 

私は先輩方から、ご指導いただいた

事をしっかり身に付け、誰からも信

頼される看護師になります。 

またどんな時でも笑顔だけは絶やさ

ずに患者様と接します。 

一生懸命努力します。宜しくお願い

致します。 

かわぐち ゆうか 

しおの ゆい 

さい がいげつ 

いとう ゆみこ 

こやま みか こばやし ゆい 

てい もうもう いのうえ すずな 
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春日部市出身。趣味はソフトボー

ル・巨人戦観戦です。 

好きなことはサンリオピューロラン

ド・ジャニーズのライブに行ここと

です。患者様に寄り添い1人でも多

くの方に必要とされる心温かい看護

師になることが目標です。1日でも

早く一人前の看護師となれるよう努

力いたします。ご指導どうぞよろし

くお願い致します。 

おかだ なゆ 



 

入職して1ヶ月が経ち、 新しいこ

とを覚えるのに必死で不安と緊張

の毎日ですが、先輩方から親切、

丁寧にご指導頂いているので充実

した日々を過ごせています。 

今後、患者様に安全にリハビリを

提供できるよう先輩方から技術を

学び、医療人として成長できるよ

う努力していきます。 

大分県別府市から来ました。社会人

は学生と違うことがとても多いの

で、早く良い社会人になれるように

がんばりたいと思います。 

そして、調理師として患者様のこと

を考え、美味しい食事を作れるよう

に努力していきます。 

東所沢病院に就職しました、西山侑

輝です！ 

小さい頃から料理が好きで調理師に

なりたいと思い専門学校で様々なこ

とを勉強しました。 

この知識を活かして患者さんに笑顔

になってもらえるような料理を提供

できるように頑張ります。 

ふくい ともひで にしやま ゆうき 

もろい あゆ 
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毎年恒例のソフトボール大会で

は、新人職員を中心に元気いっぱ

いに活躍していただきました！ 

新入職員対象のオリエンテーショ

ンでは、先輩方のプレゼンテー

ションを皆さん真剣に聞き入って

いました。 
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認知症をテーマに『地域講演会』を開催 

 ２月２０日(水)、「ご家族様とともに学ぶ認知症 PART3～認知症の症状やケア

について理解を深めよう～」をテーマに『地域講演会』を開催しました。 

 今回の講演会では、当院の平野洋太郎医師が講師を務め、認知症の症状と経過、

治療等について説明をしました。このなかで、平野医師は、「認知症は様々な症状

があり、最初は分かりにくいことも多いうえ、年齢のせいだと見過ごしてしまうこ

とが多い。ご家族が早く気づくことにより、早く診断し、治療を行うことで治せる

ものもあるため、認知症ではないかとご家族が疑われた時は、身近の医療機関でも

いいので積極的に受診することをおすすめします。」と会場に詰めかけた皆様に呼

びかけました。 

 

 

ご家族様とともに学ぶ認知症  
～認知症の症状やケアについて理解を深めよう～ 

年齢のせいだけではないかも・・・ 

少しでも疑いがある時は 

早めの受診を 

 講演後の質疑応答では多数の質問が寄せられ大変有意義な講演会となりました。

ご記入いただいたアンケートでは、「患者本人同様、家族の介護も大変なので、と

ても為になった講演会でした」「少し知識はありましたが、改めて講演を聴き本当

によかったです」といった感想を頂戴しました。 

 今後も患者様やご家族、地域の皆様に身近なテーマを取り上げ、定期的な地域講

演会の開催に努めてまいります。 



6月3日より 

無料送迎バスが 

2019年 

旭が丘団地・台田団地への経由は 

 

志木駅 清瀬駅 約20分 約20分 病院 

平日のみ 

東所沢 

利用者が少ないため、清瀬駅循環コースの運行は縮小し、 

2019年6月1日以降廃止

志木駅循環コース  清瀬駅循環コース 

東所沢病院 志木駅  東所沢病院 清瀬駅 

12:00 12:30  13:00 13:20 

14:00 14:30  15:00 15:20 

16:00 16:30  17:00 17:20 
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となりますのでご了承ください。ご愛好ありがとうございました。 



診療科目  
月  火  水  木  金   土 

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 

内科 田中 田中 田村 馬島 田村 山野辺 
高崎 
波岡 

高崎 
波岡 林 林 馬島 

 

患 者 様 の 権 利 

1平等かつ公平に医療を受ける権利 

２個人として尊重される権利 

３十分な説明と情報提供を受ける権利 

４自分、または代理人による意思で選択・決定する権利 

５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。 

東所沢病院 
〒359-0013 埼玉県所沢市城435-1 

TEL:04-2944-2390 

FAX:04-2944-5236 

http://www.h-tokoro.jp/ 

発行 東所沢病院 

編集 広報委員会 

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 

 

理 念 

高齢者医療に心やすらぐサービスの実践 

基 本 方 針 

１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。 

２自立・在宅復帰に向けたリハビリテーションを展開する。 

３患者様が穏やかに過ごす事の出来る、安全な環境を提供
する。 

４住み慣れた地域に安心して暮らせるよう福祉と連携した支
援をする。 

５すべての職員が健康でいきいきと活躍できる職場づくりの推
進。 

 

平  日  

土曜日    

  9：15 

14：00 

 

～ 

～ 

 

12：00 

17：00 

 

■診療科目 

内科・リハビリテーション科・精神科 

■診療時間 

■休診日 
日曜・祝日・年末年始 


