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2018年4月2日

　本日は私たち新人職員のために
このような盛大な式を催していた
だき誠にありがとうございます。
　ただ今、松本院長をはじめ、管理
職の方々より温かい歓迎の御言葉
をいただき、深く感銘を受けるとと

もに決意を新たに身が引き締まる思いがいたします。
　近年、医師不足、医師の偏在が問題となっており、埼
玉県は人口に対する医師数は全国でも最低で、特に北
部埼玉は有数の医療過疎地であります。今最も医師が
求められている場所で医師としての一歩を踏み出し、
今求められている知識、技術を身に付けこの地域、ひ
いては日本の医療に貢献していきたいと思います。
　ただ一年目で未熟であり、諸先輩方にはご迷惑をお
掛けすることになると思いますが、
早く一人前になれるよう努力してい
きますのでご指導、ご鞭撻のほどよ
ろしくお願いいたします。
　以上、簡単ではございますが入職
の挨拶とさせていただきます。本日
はありがとうございました。

一年次 研修医　上 野 義 也代表挨拶

新入職員入職式 が開催されました!

院長挨拶

代表挨拶

辞令交付



3トライアングル Vol.37

2018年 新入職医師紹介

診療科／消化器内科
出身地／岩手県
資格／日本内科学会認定医、消化器学会専門医
経歴／岩手県立中央病院、宇都宮記念病院

　消化管の内視鏡検査・治療が専門です。地域にお
ける消化管癌の予防・発見・治療・フォローまで関わ
らせて頂ければと思っています。宜しくお願いします。

阿部 康弘 （あべ やすひろ）

資格／初期研修医
出身地／神奈川県
趣味／音楽鑑賞
経歴／山形大学医学部卒

　2年間の初期研修を通じて、様々な診療科の知識
や考え方を身につけ、患者様の利益になるような医
療ができるよう精進したいと考えております。どうぞ
宜しくお願いいたします。

北島 祐輔 （きたじま ゆうすけ）

資格／初期研修医
出身地／熊本県
趣味／麻雀、水泳、筋トレ
経歴／熊本大学医学部卒

　紆余曲折を経て34歳で医師になりました。尊敬す
る先輩の誘いもあり、羽生総合病院での研修を決め
ました。将来は総合診療、総合内科の道を考えてお
ります。初期研修がんばります。

上野 義也 （うえの よしや）
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埼玉医療生活協同組合の介護事業

3階南緩和ケア病棟3階南緩和ケア病棟

1 2

4

ホームヘルプ
サービスふれあい

羽生訪問看護
ステーション
羽生訪問看護
ステーション

ふれあい介護相談所ふれあい介護相談所

3羽生市西部地域包括支援センター
ふれあいの森

羽生市西部地域包括支援センター
ふれあいの森

　埼玉医療生活協同組合は、地域の皆様のご要望に最大限に応え、一人
ひとりに寄り添う介護サービスを提供いたします。
　この度、羽生総合病院の新築移転に伴い、在宅介護部門を病院内に移
設しております。
　介護でお困りの方がいらっしゃいましたら、3階にある在宅介護部門に
お越しください。または、各サービス事業所まで、お問い合わせください。

また、羽生市内には「あいの郷」、「須影ほのぼのホーム」がございますので、お気軽にご連絡ください。

要介護認定を受けた方が、適切に介護サービスを
利用できるよう、介護支援専門員がご本人やご家
族の立場に立ったケアプランを作成いたします。

TEL.048-562-5037

4 ふれあい介護相談所

24時間・365日安心を支える訪問看護サービ
ス。専門のスタッフがお一人おひとりの療養
生活を支えます。

TEL.048-562-5031

2 羽生訪問看護ステーション

保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員が、
地域の高齢者の健康増進や生活安定のために、
必要な支援をする総合相談窓口です。

TEL.048-561-2688

3 羽生市西部地域包括支援センター
 ふれあいの森

利用者様が自立した在宅生活を送れるように支援する
訪問介護サービス。身体的にも精神的にも社会的にも
豊かな暮らしができるよう全力でサポートします。

TEL.048-501-7582

1 ホームヘルプサービスふれあい

3階 在宅介護部門

介護老人保健施設 あいの郷 須影ほのぼのホーム
●認知症対応型 通所介護（デイサービス）
●認知症対応型 共同生活介護（グループホーム）

●入所 　●短期入所 　●通所リハビリテーション
●居宅介護支援 　●訪問介護 　●訪問リハビリテーション

所在地／〒348-0034 埼玉県羽生市下川崎394-1
TEL.048-594-7373

所在地／〒348-0043 埼玉県羽生市桑崎196-1
TEL.048-562-3100
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緩和ケア病棟のご紹介

● 患者様とご家族が病名・病状を告知されていること
● 悪性腫瘍に対する積極的な治療を希望しないこと
● 症状緩和のための入院
● 介護者の休息のための短期入院（2週間以内）
※基準に基づき入棟判定会議により、緩和ケア病棟への入棟を判断させて
いただきます。

3階南 緩和ケア病棟

緩和ケア病棟入院
の対象となる方

【ご相談・お問い合わせ】
緩和ケア病棟

TEL.０４８-５６２-３０００
FAX.０４８-５６３-２１７０

緩和ケア病棟とは

　がんに伴う身体の痛みや心の痛み、辛さをできる限りやわらげ、
最期まで自分らしく過ごすことを目指す病棟です。
　患者様とご家族と共に最期までの過程を知り、受け入れること
で、大切な人を失う悲しみや心の辛さなど、様々な苦痛を和らげ
るように寄り添ったケアを提供します。

自分らしく過ごせる緩和ケアをお手伝い。

機械浴室ラウンジ

ウッドデッキ 全室個室

全室多機能トイレ

3階南 緩和ケア病棟平面図
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産 科

婦人科

　産科では常に安全を考え、妊婦さん
の要望に応える周産期管理ができるよ

うに、医師・助産師・看護師スタッフの協力のもとに努
力しています。
　産婦人科外来は病棟に併設されていますので、診察
後直接入院することができます。
　妊娠や分娩の経過は、妊婦さんによって違います。
一人の妊婦さんでも、一人目の妊娠・出産と二人目は
違います。当院は「母子共に安全な妊娠・分娩管理」
をモットーにしています。その妊婦さんにとって、どの
ような分娩が最善であるか。妊娠期間のバースプラン
をもとに、お母さんの産む力・赤ちゃんの生まれる力
が最大限に活かせるような自然分娩を目指しています。
毎月父母学級・マタニティーヨガも行っていて、安心し
て出産準備ができるように心掛けています。
　分娩はLDRで行います。LDRとは、陣痛（Labor）、
分娩（Delivery）、回復（Recovery）の略で、陣痛が
始まってからお産をして、回復するまでの時間をひと

つの部屋ですごせます。陣痛でつらい時の病室から分
娩室までの移動や、出産後の分娩室から病室までの移
動が必要ないため、身体への負担を軽減します。
　家族も側にいることができるので陣痛期をリラック
スしてすごせます。もちろんご主人の立会い分娩も可
能です。
　また、当院では、母乳育児を推奨しています。出産
後、お母さんやご家族が安心して母乳育児をすすめら
れるよう、退院後のおっぱいトラブルや赤ちゃんの授
乳状況などについて、ご相談をお受けする「母乳外来」
も行っております。

　婦人科では、婦人科各種疾患を扱っ
ております。個々の患者さんの病状や

社会的背景を考慮し、相談のうえ手術も含め管理・治
療方針を決定しております。必要な場合は、専門の高
度医療施設にご紹介させて頂いております。

4階南 産婦人科病棟 産科・婦人科のご紹介

全室個室

デイルーム

待合スペース

折り好く、同日出産された姉妹。ベビーちゃんとニッコリ記念撮影♥

プライバシーに配慮した病棟

LDR

そしてママになる
～妊娠・分娩～
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1階 健康管理センターのご紹介

快適・綺麗になりました!
～人間ドック・健診～

　今まで皆様の健康をサポートさせていただいて
おりました「健診センター」が、移転を機に「健康管
理センター」に名称変更しました。
　広く、快適に、そしてお洒落になった健康管理セ
ンターをご紹介します。

だくことも可能です。
　スタッフ一同、この新しい健康管理センターを皆様に
満足いただけるものにできるよう、日々精進して参り
ます。
　より詳しい説明やご相談、ドックのご予約は直接健康
管理センターへお問い合わせください。

　ドック・健診の受診者様専用入口や落ち着いた雰囲
気の専用エリアを設けることで、ゆったりとした空間で
おもてなしをいたします。
　もちろん、病院内からのアクセスルートも確保してい
るので、病院にご用があり、ついでに相談したい場合な
どは、外に出ることなく健康管理センターにお越しいた

【ご相談・お問い合わせ】  健康管理センター  TEL.０４８-５６２-5555（平日10：00～17：00）

1
建物の1階になり、
専用入口ができました。 2

白を基調とした暖かみのある照明で
落ち着いた雰囲気になりました。

3
ドック待合室・女性用待合スペースも
用意しました。 4

大きなドアや段差のない検査ルートで
バリアフリーも充実!

POINT

POINT

POINT

POINT

●部屋のつなぎ目などに段差がなく、車いすの方でも安心
して受診できます。

●待合室を一般健診と分けて配置し、余裕のあるスペース
を確保しました。

●センターエリア全体が統一感のあるお洒落な空間です。

●健康管理センター専用入
口は病院のシンボルマー
クの真下にあります。

●バス停も目の前にあるので、
公共交通機関でのご利用も
便利です。

ドック待合室 女性用待合スペース

聴力室みんなのトイレ




