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【TOPICS】クリスマスツリー点灯式
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【診療統計】
【医師の配属・異動・退職】
【編集後記】

新年あけましておめでとうございます。今の元号最後となる平成 31 年正月の幕開けであ
ります。皆様にとってより良き年となりますことを心よりお祈り申し上げます。
さて、平成年間で心に残る想い出はどのようなものがあったでしょうか。ひと言で 30 年
と言っても、
「あれからそんなに経ったのか・・・」あるいは「まだそんなものか・・・」
と、人によって様々な感覚を持たれていると思います。
当病院は、平成 13 年（2001 年）4 月 1 日に新規開院したのち、本年 4 月で 19 年目に
入りますが、私としては「あっという間の出来事・・・」という感じであります。本年の
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事業計画では、開院から 18 年経ち古くなりつつある建造物、診療用機器の更新や修理など数々の事業を予定し、
さらに開院時から運用している電子カルテの更新も計画しております。これに伴い昭和大学附属病院間での患者
ID 統一などを視野に入れた準備に入りました。現在の電子カルテは、開院当時、全国に先駆けて大学附属病院に
導入された最先端機種でありましたが、世の中の IT 化や進歩は目覚しく、今日まで 18 年という時間は当院の電
子カルテにとって隔世の感を醸しだしており、周囲の変化に遅れることのないよう更新したいと考えておりま
す。
病院周辺の建物事情はこの 18 年間で大きく変わり、以前は樹木の多い場所ではタヌキに出会えるような雰囲
気も残されておりましたが、戸建住宅やマンション、介護施設などの建設ラッシュによって、病院屋上から見え
る木々の緑は開院時に比べて著しく減少しました。また、地下鉄についてはブルーライン（昭和 47 年 12 月 16
日開業）のみであったものが、平成 20 年（2008 年）3 月 30 日にはグリーンラインの開業で日吉駅や中山駅へ
のアクセスも容易となりました。
病院では昭和大学が得意とする「チーム医療」の更なる躍進を目指し、医師や看護師・助産師だけでなく、薬
剤師、歯科医師、歯科衛生士、臨床検査技師、診療放射線技師、臨床工学技士、理学・作業療法士、視能訓練士、
管理栄養士、ソーシャルワーカー、心理士、保育士、看護補助員のほか、病院運営の基盤を支える各種事務員、
さらに防災センター、中央監視室、ボイラー室、電話交換室、滅菌室、洗濯室、薬品・物品搬送、清掃・医療廃
棄物処理などの担当者を含めて常勤 1,276 名、非常勤 194 名、派遣・委託約 600 名、計 2,000 名を超える職員
によって「病院全体が一つのチーム！」の意識を徹底し、訪れる患者さんやそのご家族の「期待」や「信頼」に
応えられるよう努力しております。
また、救急搬送患者の受け入れ増加を目指し、医療難民ゼロへ向けた体制を強化する一方、病院職員の「働き
方改革」を推進して過重労働に伴う心身疲労の蓄積やそれによる健康被害を回避するなど、実現すべき課題が数
多く存在するなか、当院へ来られる方々に多くの「満足」を得ていただけるような医療の提供とともに、職員一
人ひとりの満足度アップに繋がる仕事環境の整備に邁進したいと考えております。本年もよろしくお願い申し上
げます。

ロビーコンサートを開催いたします。
多くの方にお越しいただけることをお待ちしております。
日時：平成 31 年 1 月下旬 19：00～ （予定）
※ 院内掲示ポスターをご確認下さい。
場所：中央棟 1 階 会計前ロビー
演奏者：Ai Fiori（大川彩子・仲摩綾野) 【ピアノデュオ】
大学の同級生でピアノデュオを結成する。これまでに、ほのぼの駅コン、星空のコンサート、
病院等のサロンコンサートに出演。精力的に活動し、幅広い年齢層から高い評価を得ている。
※

内容が変更となる場合がございます。予めご了承ください。

日時：平成 31 年 1 月 17 日（木）14：00～16：00
場所：当院 中央棟 9 階 大会議室
テーマ：がん治療と生活シリーズ
6．がん治療とリハビリテーション
～日常生活で活用できる運動とストレッチ～
講演者：理学療法士 青木

いづみ

皆さまのご参加をお待ちしております。

平成 30 年 11 月 29 日（木）16 時より中央棟 1 階外来前通路にてクリスマスツリー点灯式を行いました。
門倉病院長による挨拶後に、クリスマスツリーの点灯をしました。それと同時にボランティアグループ『音
の輪』のみなさんによる「もろびとこぞりて」の合唱が始まり、クリスマスを感じさせるとても素敵なものに
なりました。
つづけて、音の輪のみなさんによるミニコンサートを実施し、たくさんの入院患者さんや来院者の方々に聴
いていただき盛大に行うことができました。

〈ボランティアグループ『音の輪』のみなさん〉

〈ミニコンサートの様子〉

当院ではクリスマスの時期に合わせて、院内外の飾り付けを行いました。
今回はその一部をご紹介いたします。

〈正面玄関前 雪だるまのオブジェ〉

〈中央棟 1 階ロビー オカピ〉

〈4B 病棟 ウォールツリー〉

日々患者さんよりいただきましたご意見･ご要望に関しましては、病院長及び関連する部署の責任者に報告
し、改善に努めております。
今までのご意見の中で多くいただいたものや最近のご意見･ご要望を中心に改善策を掲載させていただきま
した。掲載されていない内容についても対応しておりますのでご了承ください。
今後もお気付きの点やご要望をお聞かせくださいますようお願い申し上げます。
ご意見・ご要望

回答・改善等

＜環境について＞

ご意見ありがとうございます。

MRI の着替え室に鏡を置いてください。

設置につきましては検討したいと思いますので
よろしくお願いいたします。

他 14 件

＜環境について＞

ご意見ありがとうございます。

駅からの送迎バスを運行して欲しい。

駅からの送迎バスは現時点では需要が十分でないため、再度検討

診察の待ち時間も 2 時間は常ですので駐車
料金も 2 時間は無料にしてほしい。

いたします。
駐車料金に関しましては周辺の相場に合わせて設定させて頂いて
おります。ご理解とご協力をお願い致します。

他 14 件
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前年同月比

( )内は 1 日平均

診療実日数 2017 年 11 月（入院：30 日・外来：23 日)、2018 年 11 月（入院：30 日・外来：23 日）
入院患者数

外来患者数

救急搬送数

手術件数

2017 年 11 月

18,397 人 (613.2 人)

26,732 人 (1,162.3 人)

479 件 (16.0 件)

688 件 (34.4 件)

2018 年 11 月

17,485 人 (582.8 人)

26,048 人（1,132.5 人)

464 件 (15.5 件)

643 件 (32.2 件)

【附属施設より】
・新城 秀典
（放射線治療科） 藤が丘病院 放射線治療科から
・中林 裕貴

（産婦人科）

【附属施設へ】
・伊藤 英利
（内科）
【学外研修へ】
・中村 豪
（産婦人科）
【退職】
・中村 亜季子 （眼科）

藤が丘病院 産婦人科から

藤が丘病院 腎臓内科へ

2019 年 1 月 1 日付
2019 年 1 月 15 日付

2019 年 1 月 1 日付
2019 年 1 月 1 日付
2018 年 12 月 31 日付

皆さん、新年明けましておめでとうございます。年末年始は如何お過ごしだったでしょうか。今年は、
いよいよ「平成」から「新しい元号」の年となります。
「平成」は日本の元号の中では、昭和（64 年）、明
治（45 年）
、応永（35 年）に次いで 4 番目の長さとなるそうですが、平成の時代には本当に様々な出来事
が起こりました。それらを振り返りながら、新しい旅立ちに向けて期待に胸を膨らませている方も多いか
と思います。
この 1 年が皆様方にとって素晴らしいものとなりますことを祈念しつつ、当院も、皆様方へ良質な医療
を提供する地域中核病院としての使命を果たせるよう、気持ちを新たに努めて参ります。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
〈副院長 成島 道昭〉
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