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「平成「平成「平成「平成２８２８２８２８年度蓮田病院入職式にあたって」年度蓮田病院入職式にあたって」年度蓮田病院入職式にあたって」年度蓮田病院入職式にあたって」

４月１日春爛漫の良き日に、蓮田病院は医師を始めとする総勢３３名の新たな仲間を迎えました。４月１日春爛漫の良き日に、蓮田病院は医師を始めとする総勢３３名の新たな仲間を迎えました。４月１日春爛漫の良き日に、蓮田病院は医師を始めとする総勢３３名の新たな仲間を迎えました。４月１日春爛漫の良き日に、蓮田病院は医師を始めとする総勢３３名の新たな仲間を迎えました。
ここに改めて、前島理事長の当日の歓迎の挨拶と新入職のご紹介をさせて頂きます。ここに改めて、前島理事長の当日の歓迎の挨拶と新入職のご紹介をさせて頂きます。ここに改めて、前島理事長の当日の歓迎の挨拶と新入職のご紹介をさせて頂きます。ここに改めて、前島理事長の当日の歓迎の挨拶と新入職のご紹介をさせて頂きます。

当院は昭和６３年開業以来、理念として「思いやりのある優しい医療・最新の高度医療」をかかげ当院は昭和６３年開業以来、理念として「思いやりのある優しい医療・最新の高度医療」をかかげ当院は昭和６３年開業以来、理念として「思いやりのある優しい医療・最新の高度医療」をかかげ当院は昭和６３年開業以来、理念として「思いやりのある優しい医療・最新の高度医療」をかかげ
ています。この言葉の意味を良く理解・実践し、患者様から信頼される良き医療人となられますこています。この言葉の意味を良く理解・実践し、患者様から信頼される良き医療人となられますこています。この言葉の意味を良く理解・実践し、患者様から信頼される良き医療人となられますこています。この言葉の意味を良く理解・実践し、患者様から信頼される良き医療人となられますこ
と期待します。と期待します。と期待します。と期待します。

蓮田病院今年度の３つの目標蓮田病院今年度の３つの目標蓮田病院今年度の３つの目標蓮田病院今年度の３つの目標 ①①①① 質の高いチーム医療の推進質の高いチーム医療の推進質の高いチーム医療の推進質の高いチーム医療の推進
②②②② 積極的な救急医療の推進積極的な救急医療の推進積極的な救急医療の推進積極的な救急医療の推進
③③③③ 安定した病院経営の為の収益力強化安定した病院経営の為の収益力強化安定した病院経営の為の収益力強化安定した病院経営の為の収益力強化

私達は、今後在宅医療にも目を向け、これからの医療のあり方をしっかり見極め、蓮田病院は今何私達は、今後在宅医療にも目を向け、これからの医療のあり方をしっかり見極め、蓮田病院は今何私達は、今後在宅医療にも目を向け、これからの医療のあり方をしっかり見極め、蓮田病院は今何私達は、今後在宅医療にも目を向け、これからの医療のあり方をしっかり見極め、蓮田病院は今何
をなすべきか、自分自身は何ができるか将来を見据える鋭い洞察力を１人ひとりが身に付けて欲しをなすべきか、自分自身は何ができるか将来を見据える鋭い洞察力を１人ひとりが身に付けて欲しをなすべきか、自分自身は何ができるか将来を見据える鋭い洞察力を１人ひとりが身に付けて欲しをなすべきか、自分自身は何ができるか将来を見据える鋭い洞察力を１人ひとりが身に付けて欲し
いと思います。いと思います。いと思います。いと思います。

患者様の求めているものを感じ、励まし、寄り添い合える医療人。また、日進月歩の医療の世界は患者様の求めているものを感じ、励まし、寄り添い合える医療人。また、日進月歩の医療の世界は患者様の求めているものを感じ、励まし、寄り添い合える医療人。また、日進月歩の医療の世界は患者様の求めているものを感じ、励まし、寄り添い合える医療人。また、日進月歩の医療の世界は
日々複雑・高度化しますが、これからも知識と技術の吸収を継続していただき、日々向上心を忘れ日々複雑・高度化しますが、これからも知識と技術の吸収を継続していただき、日々向上心を忘れ日々複雑・高度化しますが、これからも知識と技術の吸収を継続していただき、日々向上心を忘れ日々複雑・高度化しますが、これからも知識と技術の吸収を継続していただき、日々向上心を忘れ
ず業務に努めていただければと強く願っております。ず業務に努めていただければと強く願っております。ず業務に努めていただければと強く願っております。ず業務に努めていただければと強く願っております。

最後に新入職者全員の蓮田病院での活躍を祈願し、挨拶と致します。最後に新入職者全員の蓮田病院での活躍を祈願し、挨拶と致します。最後に新入職者全員の蓮田病院での活躍を祈願し、挨拶と致します。最後に新入職者全員の蓮田病院での活躍を祈願し、挨拶と致します。

医師医師医師医師整形外科整形外科整形外科整形外科
樫村樫村樫村樫村いづみいづみいづみいづみ

①東京都

②読書、散歩

③地域の医療に少しでも貢献し、
皆様のお力になれるよう、努力し
て参りたいと存じます。何卒宜しく
お願い申し上げます。

医師医師医師医師循環器内科循環器内科循環器内科循環器内科
山本山本山本山本真真真真

①埼玉県嵐山町

②旅行、音楽鑑賞
映画、スポーツ観戦

③皆様と一緒に心臓を勉強してい
けたらと思います。よろしくお願いし
ます。

医師医師医師医師整形外科整形外科整形外科整形外科
篠崎篠崎篠崎篠崎晋久晋久晋久晋久

①東京都
②サッカー、アクアリウム
③腰や膝や手など様々な分野を扱う

整形外科ですが、自分はその中でも

「肩関節」を専門に診療を行っておりま

す。五十肩や野球などでのスポーツ障

害肩・中高年に多い「腱板断裂」など

の治療を行っていますので、気になる

症状がありましたら受診をお待ちして
おります。

医師医師医師医師総合内科総合内科総合内科総合内科
香西香西香西香西光光光光

①埼玉県さいたま市

②ジョギング、音楽鑑賞
トレーニング

③地域の皆様により良い医療を
提供できますよう誠心誠意努め
て参りますので、どうぞよろしくお
願い申し上げます。

医師医師医師医師腎臓内科腎臓内科腎臓内科腎臓内科
中島中島中島中島浩一浩一浩一浩一

①埼玉県さいたま市

②旅行、仕事

③透析センターの担当です。

患者様の生活が少しでも充実で
きますように、全力を尽くしていき
ます。どうぞ宜しくお願いします。

入 職 者 紹 介

熊本地震により熊本地震により熊本地震により熊本地震により

被災された方々、ご家族被災された方々、ご家族被災された方々、ご家族被災された方々、ご家族
の皆さまに心よりの皆さまに心よりの皆さまに心よりの皆さまに心より

お見舞い申し上げます。お見舞い申し上げます。お見舞い申し上げます。お見舞い申し上げます。

蓮田病院職員一同蓮田病院職員一同蓮田病院職員一同蓮田病院職員一同
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看護師看護師看護師看護師

武藤武藤武藤武藤 かおるかおるかおるかおる

①埼玉県白岡市

②神社めぐり

③外科病棟配属になったので、
先輩ナースの方々みたいにテキ
パキと仕事をこなせるようになり
たいです。

看護師看護師看護師看護師
坂下坂下坂下坂下晶子晶子晶子晶子

①茨城県古河市

②温泉旅行

③分からないことは聞き、教えて
いただきながら、早く病棟に慣れ、
チームの一員として貢献できるよ
うに頑張ります。

看護師看護師看護師看護師
橋本橋本橋本橋本綾子綾子綾子綾子

①埼玉県伊奈町

②読書

③早く業務に慣れ、スタッフの一
員として患者様やご家族様に安
心安全な看護が提供できるよう
に努力していきたいと思います。

看護師看護師看護師看護師
落合落合落合落合博枝博枝博枝博枝

①埼玉県伊奈町

②食べ歩き

③スタッフみんなと協力して高齢
者の嚥下障害患者様の誤嚥性
肺炎を減少できるよう頑張ります。

看護師看護師看護師看護師
前沢前沢前沢前沢浩子浩子浩子浩子

①千葉県船橋市

②料理

③先輩方から学び、努力し、患者
様に安心と安全を届けられるよう
な看護師を目指して頑張ります。

看護師看護師看護師看護師
秋元秋元秋元秋元愛里愛里愛里愛里

①青森県

②旅行

③何事にも全力で頑張っていき
たいです。人と人との出会いを大
切にし、看護師として知識・技術
の向上ができるよう努力していき
ます。

看護師看護師看護師看護師
鈴木鈴木鈴木鈴木加代子加代子加代子加代子

①埼玉県さいたま市

②山登り、カメラ
ハイキング

③患者様ご家族、又多職種と連
携・協働でき、信頼関係が築ける
ような心を大切にした看護をして
いきたいと思っています。

看護師看護師看護師看護師
森田森田森田森田千寿佳千寿佳千寿佳千寿佳

①埼玉県伊奈町

②DVD鑑賞

③患者様やご家族に信頼される
看護師になれるよう、知識・技術
をしっかり身に付け、安全安楽な
看護を提供できるよう努めていき
たいと思います。

看護師看護師看護師看護師
阿部阿部阿部阿部亜希子亜希子亜希子亜希子

①埼玉県桶川市

②カフェ巡り

③患者様が笑顔で通院できるよ
うな環境作りに努めたいと思いま
す。

准看護師准看護師准看護師准看護師
小久保小久保小久保小久保ゆかりゆかりゆかりゆかり

①埼玉県羽生市

②雑貨屋めぐり

③知識や技術を深め、患者様に
頼られる優しい看護師になれるよ
う頑張ります。

准看護師准看護師准看護師准看護師
藤井藤井藤井藤井君江君江君江君江

①東京都江東区

②野菜作り

③何でも話しやすいと患者様に
思っていただけるような看護師を
目指して日々努力します。

准看護師准看護師准看護師准看護師
古澤古澤古澤古澤美枝美枝美枝美枝

①埼玉県

②野球観戦

③常に学ぶ姿勢を忘れず、確か
な知識と技術を患者様に提供で
きるよう成長していきたいです。

准看護師准看護師准看護師准看護師
染谷染谷染谷染谷崇之崇之崇之崇之

①埼玉県上尾市

②野球、映画鑑賞

③覚える事がたくさんありますが、
日々先輩達にアドバイスを頂き、
一日一日を乗り切っています。立
派な看護師になれるよう日々頑
張ります。

准看護師准看護師准看護師准看護師
内田内田内田内田真希子真希子真希子真希子

①埼玉県

②DIY

③私は一年目として少しでも早く
多くの知識と技術を身に付けられ
るように学ぶ姿勢を大切に日々
学びを深めていきたいと思います。

質問項目質問項目質問項目質問項目

①①①① あなたの出身地は？あなたの出身地は？あなたの出身地は？あなたの出身地は？
②②②② あなたの趣味は？あなたの趣味は？あなたの趣味は？あなたの趣味は？
③③③③ 抱負抱負抱負抱負



准看護師准看護師准看護師准看護師
松本松本松本松本和恵和恵和恵和恵

①東京都北区

②芸術鑑賞

③早く仕事を覚え、患者様に信頼
される看護師になれるよう努力し
ていきます。

補助者補助者補助者補助者
島村島村島村島村知代知代知代知代

①埼玉県蓮田市

②旅行に行って
美味しいものを食べること

③患者様やご家族の心配事や辛
さを少しでも和らげられるよう、い
つも笑顔で親切なスタッフを目指
したいと思います。

薬剤師薬剤師薬剤師薬剤師
関根関根関根関根旭人旭人旭人旭人

①埼玉県宮代町

②プロ野球観戦

③一日でも早くチームの一員とし
て動けるように頑張っていきたい
と思っているので、よろしくお願い
します。

薬剤師薬剤師薬剤師薬剤師
高橋高橋高橋高橋義輝義輝義輝義輝

①新潟県新潟市

②音楽鑑賞

③薬学的知見から医療の質向上、
又病院経営に貢献したい。その
ためにまずは、一端の薬剤師に
なること。

臨床臨床臨床臨床工工工工学士学士学士学士
金田金田金田金田航也航也航也航也

①神奈川県鎌倉市

②サッカー、テニス

③4月から入職いたしました金田
航也です。一日でも早く仕事に慣
れ一生懸命頑張りたいと思いま
すので、よろしくお願いします。

臨床臨床臨床臨床工工工工学士学士学士学士
柴谷柴谷柴谷柴谷康弘康弘康弘康弘

①埼玉県

②パソコン関係

③一生懸命頑張って行きたいで
す。

臨床検査技師臨床検査技師臨床検査技師臨床検査技師
清水清水清水清水貴子貴子貴子貴子

①埼玉県さいたま市

②バドミントン
カフェ巡り

③4月1日から入職いたしました
検査科 清水貴子です。精一杯頑

張りますので、よろしくお願いしま
す。

歯科衛生士歯科衛生士歯科衛生士歯科衛生士
豊山豊山豊山豊山裕子裕子裕子裕子

①埼玉県川口市

②ソフトテニス

③一つずつ、できることを増やし
ていけるよう精一杯頑張ります。
よろしくお願いします。

保育士保育士保育士保育士
斉藤斉藤斉藤斉藤柚季柚季柚季柚季

①埼玉県越谷市

②ソフトテニス

③笑顔を忘れずに、第二の我が
家と思って頂けるような素敵な保
育士を目指して頑張ります。

事務事務事務事務職職職職
榎本榎本榎本榎本道幸道幸道幸道幸

①埼玉県さいたま市

②ゴルフ、旅行

③何事にも積極的に取り組み、
一日でも早く仕事に慣れ戦力に
なれるよう日々頑張りたいと思い
ます。

事務職事務職事務職事務職
樫浦樫浦樫浦樫浦里奈里奈里奈里奈

①埼玉県久喜市

②音楽鑑賞

③これまで先輩たちが築いてこら
れた蓮田病院の歴史と伝統を大
切にし努力して参ります。どうか
ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願
いします。

事務事務事務事務職職職職
小結小結小結小結大樹大樹大樹大樹

①埼玉県久喜市

②ネットサーフィン

③平成27年10月から研修をさせ
て頂いておりましたが、4月から

は新入職員ということで、より気
を引き締めて業務に取り組んで
参ります。

事務職事務職事務職事務職
中島中島中島中島茜茜茜茜

①埼玉県上尾市

②音楽鑑賞

③分からないことはたくさんありま
すが、まずは自分で調べてから先
輩方に聞くようにして努力したいと
思います。毎日元気よく一生懸命
頑張ります。よろしくお願いします。

事務事務事務事務職職職職
矢作矢作矢作矢作美咲美咲美咲美咲

①埼玉県伊奈町

②音楽鑑賞

③常に目標を持って基本を忘れ
ずに心がけ、皆様から信頼される
ように一生懸命頑張りたいと思っ
ています。よろしくお願いします。

事務事務事務事務職職職職
渡邉渡邉渡邉渡邉美沙美沙美沙美沙

①埼玉県羽生市

②裁縫

③病院理念にもあるように、思い
やりと優しさを大切にし、業務に
一生懸命取り組みたいと思いま
す。



《《《《新設新設新設新設 白岡駅方面白岡駅方面白岡駅方面白岡駅方面 送迎バス時刻表送迎バス時刻表送迎バス時刻表送迎バス時刻表》》》》

1 蓮田病院蓮田病院蓮田病院蓮田病院
2 つつじが丘団地前つつじが丘団地前つつじが丘団地前つつじが丘団地前
3 泊歯科医院先泊歯科医院先泊歯科医院先泊歯科医院先
4 白岡動物病院白岡動物病院白岡動物病院白岡動物病院
5 白岡駅白岡駅白岡駅白岡駅

9:10 10:55 14:10
9:15 11:00 14:15
9:20 11:05 14:20
9:22 11:07 14:22
9:24 11:09 14:24

6 商店街商店街商店街商店街
7 白岡農協前白岡農協前白岡農協前白岡農協前
8 サ高住サ高住サ高住サ高住 花みずき前花みずき前花みずき前花みずき前
9 興禅寺興禅寺興禅寺興禅寺
10 セブンイレブン駐車場セブンイレブン駐車場セブンイレブン駐車場セブンイレブン駐車場
11 蓮田病院蓮田病院蓮田病院蓮田病院

9:25 11:10 14:25
9:26 11:11 14:26
9:30 11:15 14:30
9:31 11:16 14:31
9:35 11:20 14:35
9:40 11:25 14:40

蓮田病院公開講座のお知らせ

日時：平成28年6月3日（金） 13：30～14：40

講師：1. 糖尿病について
医師 総合内科医長 香西光

2.いきいき生活はじめませんか？
～排尿トラブルについて～

皮膚・排泄ケア認定看護師 山中容子

参加費：無料

お問い合わせ：病診連携室 TEL 048-766-3660

※諸事情により講師及びテーマが変更になる場合が
ございますのでご了承ください。

熊本地震災害に対する義援金協力のお願い熊本地震災害に対する義援金協力のお願い熊本地震災害に対する義援金協力のお願い熊本地震災害に対する義援金協力のお願い

平成28年4月14日に発生し、今なお余震が続い
ている熊本県を中心とする大地震の被災者の方々
に対し、心よりお見舞い申し上げます。
当院では1階医事課受付に義援箱を設置し特定多
数の方に義援金のご協力をお願いしております。

受付期間を5月20日迄とし、総務課より一括して
日本赤十字社等に送金致します。

なお平成23年に起きた東日本大震災に対しては、
総額548,624円の義援金を送金しております。
その折はご協力ありがとうございました。

「サービス付き⾼齢者向け住宅花みずき⽩岡」のご紹介（NO.2）

昨年１０月開設いたしました「サービス付き高齢者向け住宅花みずき白岡」での入居者様の生活などについて、

改めてご紹介させていただきます。

「花みずき白岡」とは「花みずき白岡」とは「花みずき白岡」とは「花みずき白岡」とは
高齢者向けの賃貸住宅としてつくられた「花みずき白岡」では、一般の方々の暮らしと比べて遜色なくご自宅と

同じように『自由な生活』をおくることができるのが、有料老人ホームなどの介護施設と違った一番の特徴です。

ある程度決められたルールはありますが、起床時間、就寝時間、食事の時間なども基本的には自由です。

毎日、体操、施設内の散歩、映画鑑賞会、お買い物ツアーなどさまざまイベントを実施しておりますが、参加の

強制は一切なく自由です。また、ディサービスなどの外部の介護サービスもご利用いただけます。

「花みずき白岡」の特徴「花みずき白岡」の特徴「花みずき白岡」の特徴「花みずき白岡」の特徴
①①①① 医療法人（蓮田病院）が運営医療法人（蓮田病院）が運営医療法人（蓮田病院）が運営医療法人（蓮田病院）が運営
・訪問介護・訪問看護などのサービスも提供します。

また、救急病院に指定されておりますので緊急時にも

すぐに対応できます。

②②②② 24242424時間介護スタッフが常駐時間介護スタッフが常駐時間介護スタッフが常駐時間介護スタッフが常駐
・介護スタッフが日勤・夜勤を交代で担当しております。

入居者様を良く理解したスタッフが完全サポートします。

③③③③ １日３食の食事は施設で調理１日３食の食事は施設で調理１日３食の食事は施設で調理１日３食の食事は施設で調理
・外部委託でなく施設内厨房で調理した食事を提供します。

もちろん治療食の対応も致します。

④④④④ 入居一時金は０円、礼金・保証金、更新料、手数料など不要入居一時金は０円、礼金・保証金、更新料、手数料など不要入居一時金は０円、礼金・保証金、更新料、手数料など不要入居一時金は０円、礼金・保証金、更新料、手数料など不要
・入居時に敷金として家賃の２ヶ月分が必要となります。

退去時に精算し返金します。

6:00 好きなお時間に起床し、着替え

8:00

食堂にて他の入居者様と一緒に朝食

（体調が悪い際などは、お部屋に

運んでもらうことも可能）

9:00
希望者はディサービスなど

外部サービスを利用

～

お昼まで自由に過ごす

（外出レクレーションなどの

イベントもあり）

12:00 食堂にて他の入居者様と一緒に昼食

14:30 体操レクレーション

15:00
食堂にて他の入居者様と一緒に

コーヒータイム

16:00 訪問介護で入浴と洗濯

～ 入浴後はリラックスして夕食まで

自由に過ごす

18:00 食堂にて他の入居者様と一緒に夕食

～ お部屋でくつろぐなどして就寝まで
自由に過ごす

21:00
自分の生活リズムに合わせて好きな
時間に就寝

いつでもご見学は可能です。いつでもご見学は可能です。いつでもご見学は可能です。いつでもご見学は可能です。
事前にご連絡いただければ、体験入居やお昼ご飯の試食も事前にご連絡いただければ、体験入居やお昼ご飯の試食も事前にご連絡いただければ、体験入居やお昼ご飯の試食も事前にご連絡いただければ、体験入居やお昼ご飯の試食も
できますので、下記にご連絡下さい。できますので、下記にご連絡下さい。できますので、下記にご連絡下さい。できますので、下記にご連絡下さい。

住所：白岡市白岡１００７住所：白岡市白岡１００７住所：白岡市白岡１００７住所：白岡市白岡１００７----２２２２
電話：０４８０（３１）８１９５電話：０４８０（３１）８１９５電話：０４８０（３１）８１９５電話：０４８０（３１）８１９５
担当：田嶋・浦川・渡野辺担当：田嶋・浦川・渡野辺担当：田嶋・浦川・渡野辺担当：田嶋・浦川・渡野辺


