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令和２年４月1日、熊谷市ホテル ガーデンパ

レス 鳳凰の間において、埼玉医療生活協同

組合入職式が執り行われました。

羽生総合病院94名、皆野病院6名、
あいの郷2名の計102名の新入職者を

仲間に迎え、新たな力を加え地域の医療・

介護サービスに努めてまいります。

当院では外来患者さんに院外処方せんを発行し、保険薬局でお薬を受け取る
ことができます。調剤してもらう薬局は患者さんが自由に選ぶことができま
す。院外処方せんをご希望の患者さんは医師、薬剤師にお申し付けください。
なお処方せんの有効期限は、発行日を含め４日間です。そのため、特に週末や
年末年始、連休にあたる時は注意してください。

院外処方せんの発行について

全身のがんを一度で検査できるPET-CT検査を
期間限定で特別価格にてご案内いたします。

検査料金 90,000円税込み 70,000円税込み

大切な人と
ずっと一緒に…

２人に１人が “がん” になる時代２人に１人が “がん” になる時代

PET-CTはがんを発見する最先端医療検査です

キャンペーン期間　令和２年9月３０日までキャンペーン期間　令和２年9月３０日まで

お問い合せ
羽生総合病院健康管理センター

代表挨拶代表挨拶

辞令交付辞令交付 辞令交付辞令交付



トライアングル Vol.402

診療科／心臓血管外科 出身地／新潟県
略歴／1955年生まれ。1981年日本医科大学卒。1987年榊原記念病院にて臨
床研修。1988年日本医科大学大学院医学研究科修了。1991年セントルイス・ワ
シントン大学留学。1993年帰国後、1995年再度同大学に留学。1997年帰国。
2 0 0 6 年日本医科大学外科学教授。2 0 1 4 年日本医科大学大学院教授。
AATS,STS,EACTS,ISMICS,AHA,HRS会員。心房細動や心室頻拍などに対する不
整脈手術、弁形成術、左室形成術、低侵襲心臓手術などを専門とする。

心臓血管外科だけでなく、広く循環器診療を支援して、北埼玉地域の循環器診療の充実に尽力します。将来的には、他の地
域からの患者さんにも高度医療を提供できるような循環器診療の拠点になればと夢を抱いています。

2020年 新入職医師紹介
新田 隆 （にった たかし）

診療科／形成外科 出身地／埼玉県　　専門分野／褥瘡などの慢性創傷
趣味／下手ゴルフ、ジムトレーニング
経歴／北里大学病院、イムス富士見病院他で勤務
はじめまして。熱傷や顔面・手足などの外傷、先天異常、皮膚・皮下・軟部組織潰瘍、瘢痕ケ
ロイド、皮膚潰瘍（褥瘡）、美容外科、その他の異常（眼瞼下垂や巻き爪他）などの患者様を
ご紹介いただければ幸いです。どうかよろしくお願い申し上げます。

深井 孝郎 （ふかい たかお）

診療科／健診　内科 出身地／千葉県
趣味・特技／ピアノ
経歴／医科学研究所、瀬田クリニック東京で分子腫瘍免疫学を研究後、金沢医科大
卒後臨床
患者様に協力して差し上げる医師として、自分の晩年を患者様と共に歩いて差し上げたい
です。

岡崎 宇宏 （おかざき たかひろ）

診療科／泌尿器科 出身地／埼玉県
趣味・特技／社交ダンス（今はご無沙汰）
経歴／獨協医科大学埼玉医療センター
医師になって5年が経ち、初めて大学病院を出ました。6か月のみですが、多くの技術・知識
を得ようと思います。
よろしくお願いいたします。

安田 友佳 （やすだ ゆか）

診療科／初期研修医 出身地／兵庫県
趣味・特技／ラグビー、食べ歩き
経歴／京都大学卒
志望科は今のところ精神科ですがこの病院では主に総合診療や救急をしっかり勉強してい
きたいです。パワー系として力仕事や体力勝負はしっかりできると思うのでよろしくお願
いいたします。

山田 一輝 （やまだ かずき）

診療科／初期研修医 出身地／大分県
趣味・特技／旅行
経歴／広島大学卒
学生時代は飲食店でのバイトとセーリング競技に明け暮れておりました。ローテーションが
終わったら外科に進みたいと考えています。よろしくお願いいたします。

鳥飼 哲世 （とりかい てっせい）

診療科／初期研修医 出身地／埼玉県
趣味・特技／陸上、美術館へいくこと
経歴／昭和大学卒
初期研修期間にプライマリケアを学びたくて、こちらの病院での研修を希望しました。志
望は外科ですが、各科まんべんなく着実に身に付けていこうと考えています。

玉田 啓太 （たまだ けいた）

診療科／初期研修医 出身地／東京
趣味・特技／サッカー観戦
経歴／新潟大学卒
救急外来・当直のファーストタッチをはじめ、基本的手技等をしっかり身に付けたい
と思っております。不束者ですが、精一杯尽力していきたいと思います。

千 騫 （せん ちぇん）
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