
「平成２9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22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
の挨拶と新入職者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。

蓮田病院今年度の4つの目標
① 質の高いチーム医療の推進
② 積極的な救急医療の推進
③ 効率化・適正化を通じた収益力の強化
④ 接遇・マナーの改善・向上

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。

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。』

蓮田病院理念
“思いやりのある やさしい医療”

“最新の高度医療”
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熊本地震により

被災された方々、ご家族
の皆さまに心より

お見舞い申し上げます。
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日本は
ひとつ

蓮田病院公開講座のお知らせ

日時：平成29年6月2日（金） １３：１５～１３：４５

テーマ： たばこについて考える！！

講 師： 看護師 齊藤和美

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。



質問項目

① あなたの出身地は？
② あなたの趣味は？
③ 抱負

入職者紹介 医師 外科
小林 建太

①東京都

②ゴルフ
自転車

③外科に着任いたしました
小林建太です。患者様が納
得できる最善の治療法をご
案内いたします。どうぞお
気軽にご相談下さい。

医師 整形外科
西 英治

①大阪府

②スノーボード

③一年という短い期間では
ありますが、地域にもとづ
いた医療を行っていきたい
と思います。宜しく御願い
致します。

医師 研修医
内原 正樹

①東京都

②野球
パソコン

③医療従事者としての自覚
を持ち、メリハリをつけな
がら日々頑張ります。

医師 歯科
山﨑 崇史

①東京都

②テニス
映画

③スタッフと協力し、より
良い医療を実践できるよう
日々診療に取り組んでいき
たいと思います。

医師 研修医
三橋 友理子

①東京都

②テニス
ミュージカル

③北海道から6年ぶりに関
東に戻って参りました。み
なさんを元気にできるよう、
私も毎日笑顔で頑張ります。

看護師
大坂 美花

①茨城県

②旅行
乗馬

③この病院での経験を生か
して、未来に繋げたいと思
います。目標はケアマネー
ジャー取得です。

看護師
蓮見 聡子

①埼玉県

②バレーボール
ライブに行くこと

③笑顔を忘れずに、患者様
やスタッフに信頼される看
護師を目指したいと思いま
す。1日でも早く仕事を覚
えるよう頑張ります。

看護師
武井 浩子

①埼玉県

②マンガを読むこと
体を動かして遊ぶこと

③患者様やスタッフから信
頼されるよう責任を持ち、
1日1日を大切に多くの知
識・技術を学んでいきたい
と思います。

看護師
松永 領士

①鹿児島県

②ツーリング
カメラ

③一日でも早く戦力になれ
るように、一生懸命がんば
ります。よろしくお願いし
ます。

看護師
髙橋 美香

①埼玉県

②これから見つけたいです

③1つ1つ着実に看護技術
を身に付けて、早く一人前
になれるよう努力していき
たいと思いますので宜しく
お願いします。

医師 整形外科
宋 貴彰

①埼玉県

②ドライブ

③東京女子医大から来まし
た宋貴彰です。出身地は南
浦和なので、埼玉県に戻っ
て来ることが出来て嬉しい
です。外傷、骨折を中心に
診療致しますのでどうぞよ
ろしくお願い致します。



医事課
羽賀 奈保子

①埼玉県

②音楽鑑賞

③頑張りますのでよろしく
お願い致します。

薬剤師
三宅 春奈

①埼玉県

②音楽鑑賞
美味しいものを食べに行く

③先輩方からたくさんの事
を学びながら、早く仕事を
覚えられるように頑張って
いきます。よろしくお願い
します。

臨床検査技師
宮嶋 春美

①栃木県

②演劇鑑賞

③この度、蓮田病院に入職
できたことを嬉しく思いま
す。一つ一つ仕事を確実に
こなし一日でも早く戦力に
なれるよう気を引きしめな
がら頑張りたいと思います。

医事課
稲見 夏子

①埼玉県

②音楽鑑賞

③これから社会人として自
覚をしっかりと持ち、どん
なことも意欲的に学んで頑
張ります。よろしくお願い
いたします。

医事課
秋保 和

①埼玉県

②スノーボード

③総合病院での就職を希望
していたので、内定をいた
だいた時は、本当に嬉しく
思いました。これから少し
ずつできる仕事を増やし、
必要とされる人になれるよ
うに日々努力します。

医事課
飯田 和浩

①埼玉県

②下手なゴルフ

③一日でも早く、蓮田病院
の一員としてお役に立てる
よう精一杯頑張ります。ど
うぞよろしくお願いいたし
ます。

医事課
栁本 菜美

①埼玉県

②スキー

③未経験で分からないこと
ばかりですが一人一人の患
者様に合わせたご対応を心
がけ日々勉強を怠らず職場
の皆様のお役に少しでも立
てるように頑張ります。ど
うぞよろしくお願いします。

医事課
小池 美香

①埼玉県

②映画鑑賞

③思いやりの気持ちを常に
持ち仕事に励むつもりでご
ざいますので、ご指導のほ
どよろしくお願い致します。

医事課
林 浩之

①埼玉県

②映画鑑賞
スポーツ鑑賞

③今年4月より正式に職員
として入職することになり
ました。気持ちも新たに頑
張りますので、よろしくお
願いします。

看護補助者
菅井 美香

①埼玉県

②読書

③早く環境に慣れて仕事を
したいと思います。

医事課
田中 沙樹

①埼玉県

②野球観戦

③新社会人として覚えるこ
とがたくさんあるので、
日々学び初心を忘れず成長
していきたいと思います。



蓮田病院 無料送迎バス時刻表

蓮田病院（発車時刻） 10:10 11:45 13:20 15:10 16:10

清瀧前 8:20 10:15 11:50 13:25 15:15 16:15

蓮田郵便局前 8:25 10:20 11:55 13:30 15:20 16:20

蓮田駅西口【りそな銀行前】 8:35 10:28 12:03 13:38 15:25 16:28

蓮田市図書館前【交差点入口】 8:37 10:30 回送 13:40 15:30 16:30

黒浜西自治会館前 8:45 10:38 13:48 15:38 16:38

つつじが丘団地前 8:48 10:40 13:50 15:40 16:40

蓮田病院（到着時刻） 8:52 10:45 13:55 15:45 16:45

蓮田病院（発車時刻） 9:10 10:55 14:10

つつじが丘団地前 9:15 11:00 14:15

泊歯科医院先【深夜バス停】 9:20 11:05 14:20

白岡動物病院前 9:22 11:07 14:22

白岡駅西口【りそな銀行前】 9:24 11:09 14:24

朝日自動車バス停【商店街】 9:25 11:10 14:25

白岡農協前【深夜バス停】 9:26 11:11 14:26

花みずき白岡【サ高住】 9:30 11:15 14:30

朝日自動車バス停【興善寺前】 9:31 11:16 14:31

セブンイレブン前 9:35 11:20 14:35

蓮田病院（到着時刻） 9:40 11:25 14:40

蓮田駅西口行き

白岡駅西口行き

※日曜・祝日は運行
しておりません。

※道路渋滞などで
時間が遅れる事
があります。

編 集 後 記

今年はいつまでも寒いと思っていたら、5月になり急に暑くなりましたね。新緑が目にも鮮やかで、暑くなっ
たとはいえ外出が楽しい時期です。桜の開花もゴールデンウィーク前に満開になったようです。皆さんは桜の
花言葉をご存じでしょうか？ 八重桜→しとやか ソメイヨシノ→純潔 枝垂れ桜→優美 山桜→美麗 等です。
この時期に雑談として語ってみてはどうでしょうか。

広報委員 岩井 健


