
「平成30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20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。地域の中核病院として
患者様から信頼される良き医療人となられますことを期待します。

蓮田病院の4つの目標として以下の点を強調したいと思います。
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、国が目指す「地域包括ケアシステム」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、寄り添い合える良き医療人として新入職者の
皆さんには、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。

最後に新入職者皆さんの蓮田病院でのご活躍を祈願し、挨拶と致します』とお話を締め
くくられました。
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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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蓮田病院公開講座のお知らせ

日 時： 平成３０年６月２２日（金） １３：１５～１４：１５

テーマ： 白内障について

講 師： 眼科医師 今井康久

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 総合内科
丸野 要

①京都府

②ジョギング
ガーデニング・読書

③前島理事長先生とは、37
年前に新潟県立十日町病院
でお世話になってからのお
付き合いになります。蓮田
病院の発展のために、微力
ながら尽力いたす所存です。
どうぞよろしくお願い致し
ます。

医師 外科
林 久美子

①東京都

②ピアノ・旅行
休日に思いきって1日中
寝ること

③4月から外科で勤務させ
て頂くことになりました。
至らぬ点も多々あると思い
ますが、どうぞよろしくお
願い致します。

医師 整形外科
遠藤 大輔

①埼玉県

②野球

③整形外科に着任致しまし
た。手の外科・関節リウマ
チを専門としております。
宜しくお願い致します。

医師 整形外科
佐々木 理多

①東京都

②ピアノ
チェロ・テニス

③この1年、成長出来るよ
う頑張ります。よろしくお
願い致します。

医師 研修医
初澤 紘生

①東京都

②読書
パソコン

③1年という短い期間です
が、早く使いものになるよ
うに頑張ります。ビジバシ
指導よろしくお願いします。

看護師
根岸 陽子

①新潟県

②卓球・ジム
ロードバイク

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ってい
ます。

看護師
髙橋 萌莉

①埼玉県

②旅行
スノーボード

③一から学び直す姿勢で取
り組み、患者様やスタッフ
の心に寄り添える看護師を
目指していきたいと思いま
す。

看護師
田村 佑莉菜

①栃木県

②買い物
アウトドア

③新人なので分からないこ
とだらけのため配属された
希望の急性期でたくさん知
識と技術を身に付けていき
たいと思います。

看護師
渡邊 千恵美

①埼玉県

②旅行・ヨガ

③患者様やスタッフから信
頼される看護師になれるよ
うに笑顔を忘れず、心のこ
もったケアを目指します。
宜しくお願いします。

医師 研修医
徳丸 友美

①神奈川県

②温泉・旅行

③わからないことだらけで
みなさんにご迷惑をおかけ
してしまうかもしれないの
ですが、一生懸命頑張りま
すので、よろしくお願い致
します。

医師 脳外科
篠原 千恵

①岡山県

②音楽

③この度、常勤の脳外科医
として仕事に就く事になり
ました。皆様のご協力をお
願いします。



理学療法士
塩谷 佑介

①埼玉県

②野球・買い物

③毎日元気よく笑顔でリハ
ビリを行いたいと思います。
一日でも早く仕事を覚える
ようがんばります。よろし
くお願いします。

臨床検査技師
三井 千祥

①長野県

②映画鑑賞

③患者様から安心して検査
を任せていただけるよう、
高度な知識や技術の習得に
努めます。よろしくお願い
致します。

医事課
岡田 将太朗

①埼玉県

②卓球

③チームワークを大切に蓮
田病院がより良くなるよう
に一生懸命取り組んで行き
たいと思います。

医事課
宇多 友美

①埼玉県

②友人と
ランチすること

③常に初心を忘れずに何事
にも緊張感を持って取りく
んでいこうと思います。

看護師
飯塚 由佳

①群馬県

②カメラ
写真を撮ること

③たくさん学んで成長して
患者様に笑顔で接し、元気
を届けられるような看護師
になれるように頑張ります。

看護師
末永 由芙子

①福島県

②旅行・料理

③1日1日を大切にして、
一生懸命学び、努力してい
きたいと思いますので宜し
くお願いします。

看護師
中村 早貴

①愛知県

②音楽鑑賞
ドライブ

③信頼される看護ができる
よう、学び続けることを忘
れず、一生懸命がんばりま
す。よろしくお願いします。

医事課
大塚 由希

①埼玉県

②野球観戦
旅行にいくこと

③皆様の不安を少しでもや
わらげられるよう、笑顔で
親切・丁寧な対応を心がけ
たいと思っています。よろ
しくお願いします。

医事課
加藤 裕

①埼玉県

②高校野球観戦

③今春埼玉県警察を卒業し
当院に入職させていただき
ました。安心で親しみの持
てる病院環境づくりに努め
たいと思います。

新しい仲間が増えました。
よろしくお願い致します。



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

5月になり過ごしやすい季節となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。６月から７月は梅雨や夏本番を
迎える『季節の変わり目』となり、気候の変化から自律神経が乱れ、体調不良になることも多いようです。

対策としては、①食事、②睡眠、③リラックス！
朝食をしっかり食べ、疲労回復効果のあるビタミンＢ１を多く含む玄米や豚肉をとり入れ、睡眠不足にならな
いよう、好きなことをしながら体調を整えましょう。

広報委員 町田 優


