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Security
優れた安全対策で皆様を守ります。

Service
先進の医療を快適に提供します。

Speed
すべてに迅速な対応を心がけます。

Sympathy
患者の皆様と思いを共有します。

http://www.sagaminojcho.go.Jp

人間ドック・健診施設機能評価認定施設

地域と共に
JCHO

■ はじめまして　～皮膚・排泄ケア認定看護師です～
■ 新任医師紹介
■ 「第 15回地域連携セミナー」を開催いたしました
■ 「春の市民公開講座」を開催いたしました
■ 駐車場の工事が始まりました

Vol.67
平成28年7月号（夏季号）　

１．患者第 1主義　常に診療を受ける皆様の立場で考え誠実に行動します。
２．安全確保　すべての診療現場で患者の皆様が安心できる環境を作り、安全で質の高い医療を提供します。
３．社会貢献　良質な医療提供を基本として積極的に社会に貢献をします。
４．公正で透明性のある病院　高い倫理観に基づき様々な情報を開示します。
５．働きがいのある職場作り　創造性、主体性を尊重しあい自由で働きやすい職場を実現します。

基本方針

相 模 野 病 院
独立行政法人　地域医療機能推進機構

〒252-0206　神奈川県相模原市中央区淵野辺１－２－30
TEL：042－752－2025（代）　FAX：042－754－9543（代）

■独立行政法人 地域医療機能推進機構 相模野病院 地域連携情報誌　■企画・製作：地域連携室　■ 発行月：平成 28年７月■独立行政法人 地域医療機能推進機構 相模野病院 地域連携情報誌　■企画・製作：地域連携室　■ 発行月：平成 28年７月

第１５回地域連携セミナーを開催いたしました。

　４月15日（金曜日）に春の市民公開講座を開催いたしました。第一部は当院外科の細谷医師
による「病気と病院の上手な付き合い方（大腸編）」、第二部は笑福亭希光さん、三遊亭遊吉
さんによる落語を開催。75名の方に参加をいただき、ありがとうございました。

　いよいよ駐車場の工事が始まりました。
84台増やし227台の立体駐車場となります。
工事期間は12月末までと長い期間ではあります
が、ご協力とご理解をお願いいたします。
また、来院の際は公共の交通機関をご利用
くださいますよう、お願いいたします。

　５月31日（火）地域の先生方を対象に、当院
整形外科松久主任部長による、第15回地域連携
セミナーを開催。院内・院外を含め28名の参加を

いただきました。お忙しい中
ありがとうございました。次回
は９月に眼科領域の開催を予定
しております。ご期待下さい。

講演内容：当院における肩関節疾患に対する治療

駐車場の工事が始まりました。

春の市民公開講座を開催いたしました春の市民公開講座を開催いたしました



　初めまして、正木貴教と申します。2016年４月から北里
大学病院腎臓内科より赴任して参りました。当院では様々な
医療スタッフに支えられながら、外来診療の他、血液透析治療
など精一杯診療にあたっております。何卒宜しくお願い致し
ます。

腎臓内科
　正木　貴教

　初めまして、河野照子です。相模原市出身で、小さい頃は
鹿沼公園で遊んでいました。
　妊娠期間を通して母児ともに安全で満足のいくお産ができる
ようにサポートさせていただきたいと思いますので、よろしく
お願いします。

産婦人科
周産期母子医療センター医長

　河野　照子

　4月より当院に赴任してきた整形外科の本多孝行と申します。
当院では外来診療、手術等をさせて頂いております。より良い
医療を提供できるように努めていきますので宜しくお願い致し
ます。

整形外科
　本多　孝行

　２０１６年4月より北里大学病院から赴任して参りました藁谷美奈
です。外科といっても現在は乳腺疾患を専門としています。患者様
に納得して頂けるよう、丁寧な説明を心掛け診療してゆきたいと
思っております。宜しくお願いします。

外科・医長
　藁谷　美奈

　２０１６年４月より赴任してまいりました。
　胃・大腸・胆石・ヘルニアなどで身体の負担が少ない治療を
心がけております。また患者さん、ご家族に十分説明し納得して
頂いた上で治療をしてまいりますので、何卒宜しくお願い致します。

外科・医長
　山本　公一
専門：消化器全般
出身大学：東海大学

専門：乳腺
出身大学：佐賀医科大学

出身大学：北里大学 専門：周産期
出身大学：山梨医科大学

出身大学：北里大学 専門：歯科口腔外科
出身大学：松本歯科大学

出身大学：北里大学 出身大学：久留米大学

　こんにちは。北里大学から赴任して参りました。前病院では
斜視弱視・小児眼科を担当しておりました。スタッフのみなさん
と共により良い医療が提供できるように日々励んで参ります。
どうぞよろしくお願いいたします。

眼科
　池田　哲也

　はじめまして。北里大学病院産婦人科より赴任してまいり
ました、西山香織と申します。
　患者さんへの丁寧な説明を心がけ、より良い医療を提供
できるよう努力していきたいと思います。よろしくお願い
いたします。

産婦人科
　西山　香織

　自治医科大学歯科口腔外科より赴任しました山下雅子です。
前院では口腔がん、口腔粘膜疾患を専門としていました。
抜歯だけでなく口腔粘膜疾患や口腔乾燥、顎関節症にも対応
致します。患者様に信頼・安心していただけるよう心がけて
いますので宜しくお願いします。

歯科口腔外科
　山下　雅子

新任医師紹介

看護部　高野 かすみ

　今年度４月から相模野病院で勤務する事になりました。皮膚・排泄ケア認定看護師と聞いても、何を
する看護師なのかピンとこないと思います。
　皮膚・排泄ケア認定看護師とは、創傷（キズ）や褥瘡（床ずれ）、人工肛門（ストーマ）や瘻孔、失禁
管理を専門とし、予防やケア（お手入れ）の方法を患者さまやご家族、院内のスタッフに対して指導や
相談を行う看護師です。
　近年、日本は高齢化しており転倒による骨折、各種認知症の増加、脳梗塞・心筋梗塞にて動けなくなる
お年寄りが増えております。結果寝たきりになる患者様の増加で褥瘡の発生も増加し、その対応が必要
とされる場面も増えております。また、加齢によるものや様々な治療による影響で、皮膚が脆弱になり
転んだりぶつけたりすることで、皮膚裂傷（テア）が腕や足に発生することが増加しています。当院では
NICUやGCUという早産や低出生体重児の入院がありますが、このようなお子様も皮膚の成熟が未熟な
状態であるため、創傷が発生するリスクが高い状態となっております。このように、赤ちゃんから
お年寄りまでを対象とし、皆様が入院中に創傷や褥瘡が発生しないように、また、もしも発生してしまった
場合には、可能な限り早急に治癒（治る）出来る様に、ケア方法を指導しています。当院では褥瘡対策
委員会やリンクナース会という、病院内のスタッフがチームとなり、入院患者様の褥瘡の予防や治療・
ケアに関して、回診を実施するなどより良い医療提供ができる体制を整えています。
　検診の受診も今では当たり前になり、便潜血反応により大腸の異変に気付くことも多くなり、手術後に
人工肛門を造設する方も多くなりました。人工肛門のケア用品が様々開発され、高速道路やお店の
トイレにもストーマ洗浄トイレの設置も多くなってきております。徐々に身近になってきましたが、
ストーマケアで相談できる相手や相談場所が整備しきれていない現状です。ストーマケアでわからない事
や、対応法の説明不備で困っている患者様も多いと思います。また、現在皮膚トラブルを抱え相談先が
解らず悩みを抱えている方もいるのではないかと思います。このような相談に対し、一人ずつ個別に
対応していき、今年度はストーマケアに関する相談窓口として、「ストーマ外来」を開設する予定で
おります。
　患者様やご家族に対し、丁寧な説明とケアの指導を行ってまいりますので、どうぞよろしくお願い
いたします。

はじめまして
　皮膚・排泄ケア
　　　認定看護師です

　２０１６年４月より北里大学病院産婦人科より赴任してまいりました
小野重満と申します。大学病院時代は婦人科腫瘍を専門として
治療を行って参りました。患者様に安心・信頼していただけるよう
努力してまいりますので宜しくお願いします。

産婦人科
婦人科腫瘍センター医長

　小野　重満

　４月から赴任しました金（きむ）と申します。消化管疾患を
含む消化器内科全般、救急疾患に対応させていただきます。
とくに消化器内視鏡診断と治療においては、大学病院同等に質の
高い医療を提供します。よろしくお願いします。

消化器内科
　金　明哲
出身大学：北里大学 専門：婦人科

出身大学：北里大学



　初めまして、正木貴教と申します。2016年４月から北里
大学病院腎臓内科より赴任して参りました。当院では様々な
医療スタッフに支えられながら、外来診療の他、血液透析治療
など精一杯診療にあたっております。何卒宜しくお願い致し
ます。

腎臓内科
　正木　貴教

　初めまして、河野照子です。相模原市出身で、小さい頃は
鹿沼公園で遊んでいました。
　妊娠期間を通して母児ともに安全で満足のいくお産ができる
ようにサポートさせていただきたいと思いますので、よろしく
お願いします。

産婦人科
周産期母子医療センター医長

　河野　照子

　4月より当院に赴任してきた整形外科の本多孝行と申します。
当院では外来診療、手術等をさせて頂いております。より良い
医療を提供できるように努めていきますので宜しくお願い致し
ます。

整形外科
　本多　孝行

　２０１６年4月より北里大学病院から赴任して参りました藁谷美奈
です。外科といっても現在は乳腺疾患を専門としています。患者様
に納得して頂けるよう、丁寧な説明を心掛け診療してゆきたいと
思っております。宜しくお願いします。

外科・医長
　藁谷　美奈

　２０１６年４月より赴任してまいりました。
　胃・大腸・胆石・ヘルニアなどで身体の負担が少ない治療を
心がけております。また患者さん、ご家族に十分説明し納得して
頂いた上で治療をしてまいりますので、何卒宜しくお願い致します。

外科・医長
　山本　公一
専門：消化器全般
出身大学：東海大学

専門：乳腺
出身大学：佐賀医科大学

出身大学：北里大学 専門：周産期
出身大学：山梨医科大学

出身大学：北里大学 専門：歯科口腔外科
出身大学：松本歯科大学

出身大学：北里大学 出身大学：久留米大学

　こんにちは。北里大学から赴任して参りました。前病院では
斜視弱視・小児眼科を担当しておりました。スタッフのみなさん
と共により良い医療が提供できるように日々励んで参ります。
どうぞよろしくお願いいたします。

眼科
　池田　哲也

　はじめまして。北里大学病院産婦人科より赴任してまいり
ました、西山香織と申します。
　患者さんへの丁寧な説明を心がけ、より良い医療を提供
できるよう努力していきたいと思います。よろしくお願い
いたします。

産婦人科
　西山　香織

　自治医科大学歯科口腔外科より赴任しました山下雅子です。
前院では口腔がん、口腔粘膜疾患を専門としていました。
抜歯だけでなく口腔粘膜疾患や口腔乾燥、顎関節症にも対応
致します。患者様に信頼・安心していただけるよう心がけて
いますので宜しくお願いします。

歯科口腔外科
　山下　雅子

新任医師紹介

看護部　高野 かすみ

　今年度４月から相模野病院で勤務する事になりました。皮膚・排泄ケア認定看護師と聞いても、何を
する看護師なのかピンとこないと思います。
　皮膚・排泄ケア認定看護師とは、創傷（キズ）や褥瘡（床ずれ）、人工肛門（ストーマ）や瘻孔、失禁
管理を専門とし、予防やケア（お手入れ）の方法を患者さまやご家族、院内のスタッフに対して指導や
相談を行う看護師です。
　近年、日本は高齢化しており転倒による骨折、各種認知症の増加、脳梗塞・心筋梗塞にて動けなくなる
お年寄りが増えております。結果寝たきりになる患者様の増加で褥瘡の発生も増加し、その対応が必要
とされる場面も増えております。また、加齢によるものや様々な治療による影響で、皮膚が脆弱になり
転んだりぶつけたりすることで、皮膚裂傷（テア）が腕や足に発生することが増加しています。当院では
NICUやGCUという早産や低出生体重児の入院がありますが、このようなお子様も皮膚の成熟が未熟な
状態であるため、創傷が発生するリスクが高い状態となっております。このように、赤ちゃんから
お年寄りまでを対象とし、皆様が入院中に創傷や褥瘡が発生しないように、また、もしも発生してしまった
場合には、可能な限り早急に治癒（治る）出来る様に、ケア方法を指導しています。当院では褥瘡対策
委員会やリンクナース会という、病院内のスタッフがチームとなり、入院患者様の褥瘡の予防や治療・
ケアに関して、回診を実施するなどより良い医療提供ができる体制を整えています。
　検診の受診も今では当たり前になり、便潜血反応により大腸の異変に気付くことも多くなり、手術後に
人工肛門を造設する方も多くなりました。人工肛門のケア用品が様々開発され、高速道路やお店の
トイレにもストーマ洗浄トイレの設置も多くなってきております。徐々に身近になってきましたが、
ストーマケアで相談できる相手や相談場所が整備しきれていない現状です。ストーマケアでわからない事
や、対応法の説明不備で困っている患者様も多いと思います。また、現在皮膚トラブルを抱え相談先が
解らず悩みを抱えている方もいるのではないかと思います。このような相談に対し、一人ずつ個別に
対応していき、今年度はストーマケアに関する相談窓口として、「ストーマ外来」を開設する予定で
おります。
　患者様やご家族に対し、丁寧な説明とケアの指導を行ってまいりますので、どうぞよろしくお願い
いたします。

はじめまして
　皮膚・排泄ケア
　　　認定看護師です

　２０１６年４月より北里大学病院産婦人科より赴任してまいりました
小野重満と申します。大学病院時代は婦人科腫瘍を専門として
治療を行って参りました。患者様に安心・信頼していただけるよう
努力してまいりますので宜しくお願いします。

産婦人科
婦人科腫瘍センター医長

　小野　重満

　４月から赴任しました金（きむ）と申します。消化管疾患を
含む消化器内科全般、救急疾患に対応させていただきます。
とくに消化器内視鏡診断と治療においては、大学病院同等に質の
高い医療を提供します。よろしくお願いします。

消化器内科
　金　明哲
出身大学：北里大学 専門：婦人科

出身大学：北里大学



FS522898　ISO9001:2008

Security
優れた安全対策で皆様を守ります。

Service
先進の医療を快適に提供します。

Speed
すべてに迅速な対応を心がけます。

Sympathy
患者の皆様と思いを共有します。

http://www.sagaminojcho.go.Jp

人間ドック・健診施設機能評価認定施設

地域と共に
JCHO

■ はじめまして　～皮膚・排泄ケア認定看護師です～
■ 新任医師紹介
■ 「第 15回地域連携セミナー」を開催いたしました
■ 「春の市民公開講座」を開催いたしました
■ 駐車場の工事が始まりました

Vol.67
平成28年7月号（夏季号）　

１．患者第 1主義　常に診療を受ける皆様の立場で考え誠実に行動します。
２．安全確保　すべての診療現場で患者の皆様が安心できる環境を作り、安全で質の高い医療を提供します。
３．社会貢献　良質な医療提供を基本として積極的に社会に貢献をします。
４．公正で透明性のある病院　高い倫理観に基づき様々な情報を開示します。
５．働きがいのある職場作り　創造性、主体性を尊重しあい自由で働きやすい職場を実現します。

基本方針

相 模 野 病 院
独立行政法人　地域医療機能推進機構

〒252-0206　神奈川県相模原市中央区淵野辺１－２－30
TEL：042－752－2025（代）　FAX：042－754－9543（代）

■独立行政法人 地域医療機能推進機構 相模野病院 地域連携情報誌　■企画・製作：地域連携室　■ 発行月：平成 28年７月■独立行政法人 地域医療機能推進機構 相模野病院 地域連携情報誌　■企画・製作：地域連携室　■ 発行月：平成 28年７月

第１５回地域連携セミナーを開催いたしました。

　４月15日（金曜日）に春の市民公開講座を開催いたしました。第一部は当院外科の細谷医師
による「病気と病院の上手な付き合い方（大腸編）」、第二部は笑福亭希光さん、三遊亭遊吉
さんによる落語を開催。75名の方に参加をいただき、ありがとうございました。

　いよいよ駐車場の工事が始まりました。
84台増やし227台の立体駐車場となります。
工事期間は12月末までと長い期間ではあります
が、ご協力とご理解をお願いいたします。
また、来院の際は公共の交通機関をご利用
くださいますよう、お願いいたします。

　５月31日（火）地域の先生方を対象に、当院
整形外科松久主任部長による、第15回地域連携
セミナーを開催。院内・院外を含め28名の参加を

いただきました。お忙しい中
ありがとうございました。次回
は９月に眼科領域の開催を予定
しております。ご期待下さい。

講演内容：当院における肩関節疾患に対する治療
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