
奥沢病院の職員一同は患者さま（クライアント）のご意思とプライバシーを尊重します。 

 

・患者様の意思とプライバシーを尊重した医療 

・苦痛・恐れ・不安の解消に最大限の努力をする事 

・２４時間３６５日の二次救急医療体制 

・周辺の医療機関との密接な医療連携 

・総合診療と特色のある専門外来 
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病院理念： 

私たちは、患者様の意思とプライバシーを 

尊重し、心のこもった質の高い医療サービスを 

提供します。 
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≪奥沢病院看護部の取り組みを紹介します≫ 

看護部長 黒井 有子 
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    第12回地域公開講座を開催いたします 
  

「からだに必要な 

      水のおはなし」 
 

～高齢者を中心とした脱水症、熱中症の 

             原因と対策～ 

 

日時 ： 平成2９年6月24日（土） 

     14：00 ～ 15：00 

場所 ： 奥沢区民センター2Ｆ      

講師 ： 株式会社大塚製薬工場 

     管理栄養士 水原 聖子           

定員 ： 60名 

     申込不要 

     参加費無料 

 

東京明日佳病院 



看護部長のコラム 

   《奥沢病院看護部の取り組みを紹介します！》    

 

 

看護部長 黒井有子 
                                              

  

 今回は奥沢病院看護部で取り組んでいる注射の知識・技術を磨く研修の取り組

みを紹介します。 

 「注射は痛くてつらいもの！」というイメージが多いと思いますが病気を治す

ための治療として欠かせない大切なものでもあります。患者さんにとってできれ

ば少しでも痛くないように、また安全に実施することが重要です。 

 静脈注射を正確に実施できるよう、事故が無いように患者様に安心して実施で

きるための取り組みとしてH26年より、看護師の静脈注射の技術を磨く、輸液管

理の手技を学ぶ目的で静脈注射認定システムを導入しています。［きらりIVナー

ス］と言います！ 

 注射に関する内容の研修を年2回、計画的に実施しています。研修内容として正

しい薬剤の理解や輸液ポンプなどの医療機器の使用方法、静脈注射に必要な知識

や技術はチェックシートを活用して看護師の注射の技術を同じレベルに出来るよ

う取り組んでいます。学んだ知識の確認として、研修終了後に試験を実施して、

80点以上が合格となります。奥沢病院では新人看護師から経験豊富な看護師ま

で、［きらりIVナース］システムに合格した看護師たちが自信を持って患者さん

の静脈注射を実施しています。 

 正確に安全に注射を行うこと。そして注射に対する患者さんの苦痛を少しでも

軽減して、患者さんの安全と苦痛を少なくできるような取り組みを行うことで、

患者さんに少しでも早い回復を願って看護部一同日々努力しています。今後も奥

沢病院では患者様の安全をまもり、快適に入院して頂くためのさまざまな工夫と

取り組みを行っていきたいと考えています。これからも安全で質の高い医療・看

護を提供できるよう努力していきたいと思います。 
 
 
                                   

 



トピックス 
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《私の故郷》 
３階病棟 魏 媛媛 

    私の故郷は蘭州という小さな町です。蘭州は中国の中部であり、山に囲まれていま

す。中国で二番目に長い川の黄河は都心を貫いて流れています。ですから、蘭州は山を

背にして、川に臨み、住みやすい町だと言われています。黄河に恵まれ、感謝の気持ち

を表すため、人々は黄河を母の川と認めています。 

    蘭州と言えば、グルメの町です。沢山の特産があげられます。代表的な料理は有名な

蘭州拉面(ラーメン)です。拉という漢字は引き伸ばすという意味です。小麦粉で作られ

た一つの生地を引き伸ばして素麺のような細長い拉面が出来上がります。朝日が昇り、

人々は拉面のボウルを持ち上げ、新しい一日を迎えます。三々五々と道端に

しゃがんで、つるつると拉面を啜るシーンは蘭州での特別な風景です。 

     

 蘭州は果物の名産地でもあります。メロン、スイカ、リンゴ、ナシなどな

ど山ほど挙げきれません。実家は農家であり、昔はメロンとスイカを植えていた時期が

あります。小さい頃、幼なじみと遊んでのどが渇いた時、農園でスイカを取り、その場

で割って食べたりしていました。とても楽しい時期を過ごしていました。その頃のこと

を思い出し、懐かしい気持ちが湧いてきました。故郷というの

は、どこに行っても、どれくらい離れても、絆の切れないもの

ですね。 

 

《新しい職員が入職しました Part1》 

5階病棟に配属になりました、星野麻

美です。 

趣味は海外旅行で、一人旅にもよく

行っています。料理も好きで、料理

と縫い物はちょっとした特技です。 

こんな星野ですが頑張りますのでよ

ろしくお願いします。  

5階病棟 星野麻美 

3階病棟配属になりました、看

護部の伊藤優花です。 

出身地は埼玉県です。趣味は美

味しいものを食べることで、好

きな食べ物はお米が大好きで

す。特技はいっぱい食べれるこ

とです。一生懸命頑張ります。

よろしくお願いします。 

3階病棟 伊藤優花 

温かな雰囲気の奥沢病院の一員

として働かせていただくことを

大変うれしく思っております。

心を込めた対応ができるよう、

頑張ります。よろしくお願い致

します。  

医事課 山本泉 

検査科の岡野有莉です。 

新しい環境で不安もあります

が、笑顔を忘れずいろんなこ

とをたくさん吸収していきた

いです。精一杯頑張ります。  

検査科 岡野有莉 

3階病棟配属になった耿員員

（ｺｳｲﾝｲﾝ）と申します。 

出身地は中国の山東省です。趣

味は山を登ることです。もう一

つの趣味は餃子や饅斗（饅頭）

などの食物を作ることです。こ

れからもっと頑張りたいです。

3階病棟 耿員員 
ｺｳｲﾝｲﾝ 



  

 

お知らせ 
※ 毎週火曜日小児科の午前の診療受付時間は 

  12：00までとなります。 
※ 小児科の月曜日～金曜日の午後は予防接種と乳幼児 

  検診の予約があります。一般診察は予約の方が 

  終了次第（15：00頃）開始となります。受付は 

  13：30から行っております。 

※ 当院は24時間救急体制で診療を行っております。 

  曜日により診療科目が異なります。 

医療法人横浜柏堤会 

奥沢病院 

〒158-0083  東京都世田谷区奥沢２－１１－１１ 
TEL：03-5701-7788 FAX：03-5701-2922 
ホームページ http://www.okusawahp.jp/ 

診療科目 
 内科・外科・小児科・整形外科・放射線科・麻酔科 
 

診療時間 
 平日  ９：００～１３：００（受付８：３０～１２：３０まで） 
        １４：００～１７：００（受付１３：３０～１６：３０まで） 
  土曜  ９：００～１３：００（受付８：３０～１２：３０まで） 
 休診  土曜午後・日祭日 
 

周囲の医療機関との密接な医療連携 
 奥沢病院アテンディング・ドクター 
 昭和大学病院・荏原病院・都立広尾病院・日赤医療 
 センター・東京高輪病院・国立東京医療センター・ 他 

 

戸田中央医科グループ近隣施設 
 田園調布中央病院・松井病院・世田谷神経内科病院 

    

小児科の夜間診療も行っております 
 
   月曜日と金曜日は18：30までの 
   受付となります。 
   

『5月』外来担当医表 
  

月 火 水 木 金 土 

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 

内科 

阿部 記代子 

(旧姓:和田) 
菅田 彰 伊平 慶三 

井出 宏嗣 

(膠原病) 
菅田 彰 

大西 司 
(呼吸器内科) 

羽多野 美香

(膠原病) 
菅田 彰 

阿部 記代子 

(旧姓:和田) 

荒井 研 

(循環器内科) 

菅田 彰 
(9:00～10:30) 

河村 満 

(神経内科) 
(9:00～12:30) 

伊平 慶三 
小﨑 遼太 

(循環器内科) 
阿部 記代子 

(旧姓:和田) 

林 智樹 

(膠原病) 

羽多野 美香 

(膠原病) 

吉本 彩子 

(糖尿病) 

河村 満 

(神経内科) 

二村 明徳 

(神経内科) 
伊平 慶三 

藤川 大輝 

(糖尿病) 

伊平 慶三 
(9:00～10:30) 

阿部 記代子 

(旧姓:和田) 
(10:30～12:30) 

河村 満 

(神経内科)
(2,3,4週目) 

外科 鈴木 恵史 伊達 淳 
小山 広人 

(外・胃腸科) 

小山 広人 

(外・胃腸科)  
梅田 耕明 ― 

伊達 淳 

(3週目) 

鈴木 孝明 

(2,4週目) 

尾本 正 

(2,4週目) 

益田 智章 

(3週目) 
(心臓血管外科) 

鈴木 恵史 

飯島 忠 

(3週目) 

神山 剛一 

(2,4週目) 

鈴木 恵史 

(1,3週目) 

伊達 淳 

(2,4週目) 

整形外科 ― ― 
神 與市 

(脊椎・脊髄) 
柳澤 和裕 柳澤 和裕 百々 悠介 ― 

 

稲垣 克記 

(休診) 

 

定方 博史 
受付 

初診 12:15まで 
再診 12:30まで 

柳澤 和裕 ― 

小児科 常見 享久 常見 享久 常見 享久 今井 孝成 常見 享久 常見 享久 ― 常見 享久 常見 享久 常見 享久 常見 享久 

皮膚科 ― 中橋 佳大 ― ― ― ― ― 
北島 真理子 

(2,3,4週目) 
― ― ― 


