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5月12日は
「看護の日」

中学生が看護部長にインタビュー
中学生
インタビュー
5月12日の「看護の日」にちなんで、八潮中学校のお
二人の生徒さんが当院においでいただき、看護師の仕
事について大山看護部長にインタビューを行いまし
た。
今月はインタビューの内容をお知らせいたします。

Q

主な仕事の内容を教えてください。

A

大きく分けると「療養上のお世話」と「診療の補
助」です。
「療養上のお世話」は、患者さまの気持ちに寄り
添い、日々の体調や状態を把握しながらお世話を
することです。
「 診療の補助」は、血圧を測ったり
点滴をしたりするなど、医師の指示に従い様々な
医療行為を行いながら診療を補助する仕事です。

お答えした看護師
インタビュアーの生徒さん
看護部長・認定看護管理者
八潮市立八潮中学校 3 年
東 明香里（ひがし あかり）
さん 大山 美和子（おおやま みわこ）
原澤 梨乃（はらさわ りの）さん

【八潮中学校】掛田 満里恵教諭、原澤 梨乃さん、東 明香里さん、大山看護部長

Q

患者さまに対してどのような気持ちで接して
いますか。

A

「看護部の理念」には「思いに寄り添い支える
看護」となっており、患者さまの思いに寄り添っ
て支えていくことを常に考えています。この理念
は看護部のスタッフ全員がグループワークをし
ながら、
「 自分の大切にしたいものは何か」をみ
んなで考えて作ったものです。

八潮中央総合病院看護部
理念・基本方針

理念

〜思いに寄り添い支える看護〜
基本方針
・その人らしさを大切にし、個別性のある看護を提供します
・苦痛や不安を取り除くことができるようあたたかな手をさしのべます
・心から傾聴し、患者家族の思いや権利を尊重した看護を提供します
・住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう多職種と連携しチーム医療を提供します
・質の高い安心安全な看護を提供するため自己研鑽につとめます
・良き社会人として丁寧な言葉かけや態度を大切にします

Q

働いていて楽しいと感じるときはどのような
ときですか。

A

看護師が楽しいと感じるのは患者さまが笑顔
で退院されたときです。患者さまが目標を達成
することができるよう、みんなで関わっていくと
ころにやりがいを感じます。
また、病院の中では、看護師だけでなく医師、
薬剤師、検査技師、栄養士、相談員などいろいろ
な資格を持ったスタッフが働いていますが、
「多
職種連携」といって、一人の患者さまのために多
くの職種のスタッフが話し合い協力しながらより
良い医療を追求していきます。

Q

看護師は体力仕事ですか。

A

夜勤もあり生活リズムが不規則になったりす
るので、体力を使う仕事だと思います。また、患
者さまやご家族への対応で、心の負荷が大きく
なってしまうこともあるので、メンタルのコント
ロールも必要かと思います。休暇は、月10日のほ
か有給休暇もあり、皆それぞれ運動や趣味など
を通じて心もからだもリフレッシュしています。

Q

ご自分の健康維持はどのようにしていますか。

A

いろいろな病気の最前線で働いているので、
看護師はそれぞれに健康維持に留意していま
す。私自身はウオーキングを心がけていますが、
最近やっているのは「鼻うがい」ですね。

Q

やめたいと思ったことはありますか。

A

私は看護師になる前にOLも経験しており、看
護師になって20 年たちますが、いろいろなとき
があっても看護師をやめようと思ったことはあ
りません。

血圧測定を体験

Q 「看護の日」とはどのような日ですか？
A

「看護の日」は、看護の心を広く国民に普及する
ため、近代看護の礎を築いたフローレンス・ナイチ
ンゲールの誕生日である5月12日としています。
一人ひとりが社会を支えていくためには、だれ
もがお互いを思いやり、ケアや看護に関心と理解
を深めることが重要となります。
私たち看護師は、日ごろから看護の心、ケアの
心、助け合いの心をもって患者さまに接しており
ますが、こうした機会に、その心を広く知っていた
だき、みんなで育んでいけるようにしていきたいと
思います。
当院では看護の日にちなんで、5月14日（土）に
駅前のフレスポ八潮で「看護フェア」を開催しま
す。よろしかったら、ぜひおいでください。

原澤 梨乃さん

東 明香里さん

インタビューを終えて
東 明香里
（ひがし あかり）さん
看護師の仕事は、思っていたよりいろいろな仕事があるな
あと思いました。体力的にも精神的にも大変なことが多いと
思いますが、それ以上に楽しくやりがいのある仕事であるこ
とが分かりました。
「思いに寄り添い支える看護」という理念
を語る大山部長の思いに感銘を受けました。
（はらさわ りの）
原澤 梨乃
さん
「多職種連携」という言葉がありましたが、一人の患者さん
のために看護師はじめいろいろなスタッフがチームで話し
合って協力しながら、患者さんの思いに寄り添っていく姿勢
に感動しました。また、大山部長がご自身の健康維持にも
しっかりと気を使っていることがわかりました。

看護フェア2022を開催します！

八潮中央総合病院の「看護の日」啓発イベントして、
下記のとおり「看護フェア2022」を開催します。

日 時

5月14日（土）午前10時〜正午

会 場

フレスポ八潮 イベント広場（雨天の場合は室内）

内 容

血圧測定、体脂肪測定、心臓マッサージ体験、

健康相談（介護相談、栄養相談、認知症相談、がん相談）ほか

主 催

八潮中央総合病院

後 援

八潮市

新型コロナウイルスの感染状況によっては、開催を中止することがあります。事前にホームページでご確認をお願いいたします。
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八潮中の生徒さんから千羽鶴をいただきました！
3月10日（木）午前、八潮市立八潮中学校の特別支援

学級の生徒の皆さんから、新型コロナウイルスの終息を
願い、医療従事者への感謝の気持ちを込めて千羽鶴をご
寄贈いただきました。
これは、特別支援学級の3人の教諭の指導のもと、同
学級の12 人の生徒さんたちが毎週1時間の「自立の時
間」に折り鶴を折り、ほぼ1年間かけてこのほど完成し当
院にご寄贈いただいたものです。
千羽鶴は玄関ホール内に飾らせていただきました。
お心遣い誠にありがとうございました。

診療統計

2021年度

（）内は月平均

4月〜 3月

外来患者数

151,907名（12,658名）

入院患者数

3,184名（265名）

退院患者数

3,188名（265名）

一日平均外来患者数

514.9名

救急搬入数

2,079件（173件）

紹介患者数

2,461名（205名）

手術件数

全身麻酔

硬膜外・脊髄麻酔

889件（74件）
29件（2件）

4 月1日

新 任 医 師のご 紹 介

内科

付

すずき

やぎ

鈴木 啓介 医師
専門
資格

一般内科／循環器内科

外科

よしの

専門
資格

資格

とくなが

消化器外科

専門

外科専門医／がん治療認定医／
消化器外科専門医／
消化器がん外科治療認定医

資格

資格

本年4月1日付で 名の医師が入
職いたしました︒
どうぞよろしくお願いいたします︒

専門
資格

10

専門
資格

皮膚腫瘍、熱傷、外傷ほか

日本形成外科学会
日本創傷外科学会
日本マイクロサージャリー学会

健診センター

さとし

もりやま

こういち

守山 宏一 医師

医師

小児科

専門

日本小児科学会専門医
日本腎臓学会指導医

資格

大腸疾患

日本内科学会認定内科医
胃腸科認定医
人間ドック専門医、指導医

健診センター

リハビリテーション科

藤田 英行 医師

齊藤 厚志 医師

ふじた

専門
資格

ひでゆき

さいとう

消化器内科
日本消化器内視鏡学会専門医
日本内科学会認定医
日本消化器病学会専門医

「地域から信頼される病院」

基本方針

私たちは、
以下の基本方針を遵守し、
信頼される病院を目指します。

１．
安心・安全な医療の提供
２．
紹介患者・救急患者の積極的な受入体制
３．
急性期からリハビリ、
終末期医療の機能と充実
４．
地域包括ケアシステムの推進
５．
教育研修の向上と研鑽
６．
患者の人権を尊重した医療の提供

患者さまの権利

私たちは、
以下の権利を尊重します。

1.適切な医療を受ける権利
2.人権とプライバシーが保護される権利
3.医療情報の説明を受ける権利
4.医療行為を選択する権利
5.診療録の開示を求める権利
6.他の医師に意見を求める権利（セカンドオピニオン）

上尾中央医科グループ

みな

亀谷 美菜 医師

医師

日本泌尿器科学会専門医
がん治療認定医
泌尿器腹腔鏡技術認定医

日比野 聡

泌尿器科全般

かめがい

泌尿器腫瘍

ひびの

医師

日本泌尿器科学会専門医
日本泌尿器科学会指導医

形成外科

ながもと しょういち

永本 将一

まゆこ

徳永 まゆ子

泌尿器科

専門

消化器科、腹部疾患、外科

外科専門医／消化器病専門医／
がん治療認定医

泌尿器科

けい

吉野 敬 医師
専門

れんぺい

八木 廉平 医師

日本内科学会認定内科医
日本循環器学会循環器専門医

小児科

病院
理念

内科

けいすけ

医療法人 社団協友会

専門
資格

あつし

脳神経外科／リハビリテーション科

日本脳神経外科学会専門医

八 潮 中 央 総 合 病 院 の 概 要
名

称

診療科目

医療法人

社団協友会

八潮中央総合病院 内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、糖尿病内科、

所在地

神経内科、内視鏡内科、人工透析内科、緩和ケア内科、
リウ

マチ科、外科、呼吸器外科、心臓血管外科、消化器外科、乳

〒340-0814

八潮市南川崎 845 番地 腺外科、整形外科、脳神経外科、形成外科、小児科、皮膚科、
泌尿器科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、
リハビリテーション

設立年月日

科、放射線科、麻酔科
（玄 運官）

昭和 48 年 3 月24 日 診療時間
建

平

物

鉄筋コンクリート造 5 階建・免震構造
認可病床数

日

〈受付時間〉
土曜日
〈受付時間〉

9:00 〜 13:00・14:00 〜 17:30
8:00 〜 12:00・12:30 〜 16:30
9:00 〜 13:00
8:00 〜 12:00

250床（一般186床・緩和ケア14床・回復期リハ50床）※日・祝日は休診。但し救急外来は24時間受付しております。

〒340-0814 埼玉県八潮市南川崎845番地

TEL 048-996-1131 FAX 048-997-2135
http://www.yashio-cgh.jp 病院ホームページ▶
日本医療機能評価機構認定

