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・患者さんへの愛と思いやりの心
・地域を愛する心
・医療に奉仕する心
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・患者さんの全身管理を念頭におき
早期発見・早期治療を行い、
質の高い医療を実践します。
・救急病院として 24 時間救急診療に
応じる体制を維持できるよう努力
いたします。

患者さんの権利
当院はすべての患者さんには

以下の権利があるものと考えます。

1. 個人の尊厳
2. 平等・安全な医療を受ける権利
3. 知る権利
4. 自己決定権
5. プライバシーの権利
6. 代行者による権利
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詳しい内容に関しては、院内の掲示をご覧下さい。

この春入職致しました先生を紹介します。
新体制のもと、より一層地域医療に貢献してまいります。
何卒、宜しくお願い致します。

y

平成 29年 4月から新しい職員が入職しました。
これからよろしくお願いいたします。
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詳し

■三愛病院
外科・整形外科・脳神経外科・内科・循環器内科・消化器内科・消化器外科
形成外科・呼吸器外科・泌尿器科・リウマチ科・心臓血管外科
リハビリテーション科・麻酔科・放射線科・歯科・歯科口腔外科
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■トワーム小江戸病院
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◆トワーム指扇　介護老人保健施設
入所：100 床
通所リハビリテーション：40 名
〒331-0074　さいたま市西区宝来 591
TEL:048-620-6660
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～三愛病院実績～～三愛病院実績～
●救急搬送                  ： 359 件（月平均）
●入院患者延べ数     ：4,360 名（月平均）
●外来患者数              ： 384 名（日平均）
●平均在院日数         ：11　. 38 日
（2017 年 1月 1日～ 2017 年 3月 31 日）
▼手術総件数            ： 2,067 件
▼ガンマナイフ治療： 641 件
▼内視鏡検査（胃 ）   : 608 件
▼経鼻内視鏡検査     ： 3,596 件
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▼心臓カテーテル                                   ：801 件
（内訳）心臓カテーテル治療           ：308 件
▼PTA( 心臓以外のカテーテル治療 )：128 件
（内訳　下肢                                          ：108 件

頸動脈                        　　　 ： 2件
腎                                   　　　 ： 11件
鎖骨下　　　　　　　　　 ：　6件
その他                       　　　　  ： 1件
(2016 年 3 月～ 2017 年 2月 )
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編集後記
厳しい寒さが過ぎさり、ぽかぽかした過ごしやすい春の季節がやってきました。
４月に入り活力溢れる新入社員、経験豊富な医師が加わった事により、より一層
地域の皆様に貢献できるよう努力してまいりますのでよろしくお願い致します。
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さいたま健康管理センター   TEL:0120-866-175
さいたまガンマナイフセンター TEL:0120-83-1717
さいたま健康管理センター   TEL:0120-866-175
さいたまガンマナイフセンター TEL:0120-83-1717

このコーナーは、ご自身や家族の健康が不安になった時や「ちょっとおかしいな？」と
思った時に、気軽に相談できるような地域の頼れるお医者さんをご紹介していきます。

塩沢クリニックは新院長が就任し、リニューアルオープンし、
平成28年4月1日に塩沢第二クリニックが新規開院しました。

平成28年 4月 1日から新しく院長となりました。
約 13 年間勤務した大学病院では、特に超音波、消化器内視鏡などの画像診断、肝臓がん治療を専門とし、
消化管・肝臓・胆・膵分野をはじめ、内科全般に対する治療を学んでまいりました。
患者様にとって相談しやすく、様々なニーズにお応えできる診療所を目指し、地域の皆様の健康維持のお役
にたてるよう精進致しますので、どうぞよろしくお願い致します。

〒336-0027 さいたま市南区沼影 1-22-6 武蔵浦和メディカルビル 1F
TEL：048-862-6532

※駐車場（13 台あり） 上部消化管内視鏡（経鼻）

超音波診断装置

受付・待合受付・待合受付・待合受付・待合

外観外観外観外観



非常勤Dr のご紹介非常勤Dr のご紹介非非非非常勤Dr のご紹介非常勤Dr のご紹介

医療法人社団栄親会　理事長
横浜整形外科クリニック本院長兼任
慶應義塾大学医学博士
元さいたま市立病院　整形外科部長・リハビリ部長
専門　膝関節外科
※膝関節手術例 6,000 例以上の経験・海外学会での発表実績多数
診療日　毎週水曜日

土曜日（不定期）

野村　栄貴 先生（整形外科）野村　栄貴 先生（整形外科）

上田　惠介 先生（心臓血管外科）上田　惠介 先生（心臓血管外科）
トワーム小江戸病院　院長代理
医学博士・日本心臓血管学会認定心臓血管外科専門医
日本心臓リハビリテーション学会指導士
元帝京大学医学部　 心臓血管外科教授
元埼玉医科大学　 心臓血管外科准教授
元さいたま赤十字病院　心臓血管外科部長
専門　心臓血管外科　心臓リハビリテーション
※豊富な臨床経験に基づく、虚血性疾患に対する心臓リハビリ
テーションを実施
診療日　毎週水曜日

坂 本　崇 先生（神経内科）坂 本　崇 先生（神経内科）
国立精神・神経医療研究センター病院　神経内科医長
専門　ボツリヌス治療　運動異常症（特にジストニア）
※ボツリヌス菌が作り出すボツリヌストキシンを注射すること
により、筋肉を緊張させる神経の働きを抑えるボツリヌス
治療の専門家

診察日　土曜日（不定期）

のむら　 えいきのむら　 えいき

さかもと　 たかしさかもと　 たかし

うえだ　けいすけうえだ　けいすけ

▲ 講師の中には猪野院長の姿も ▲皆真剣に取り組みました。

　2017 年 2月19日 (日 ) 三愛病院にて6回目になるＩＣＬＳコース（医療従事者の為の蘇生トレーニング）を開催いた
しました。
当院の医療スタッフ及び、他病院の医師や看護師、救急救命士等を講師としてお招きし、当院からは職員１７名が受講し
ました。
　ＩＣＬＳでは、ＢＬＳ（一時救命措置）を含む救命措置のトレーニングを行います。
ＢＬＳ とは胸部圧迫による心臓マッサージ、気道確保で酸素を送る人工呼吸、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）による電気
ショックで心臓蘇生など試みる事が挙げられます。
その他、院内にて急変患者が発生したと想定し、気道管理（挿管）・静脈路確保と薬剤投与・記録等々を実際に訓練し
ました。
　急変時に直面した時、チーム医療として蘇生に対応できる様これからも取り組んでいきます。
今後も ICLS の講習会を定期的に開催し、医療の向上になる様邁進いたします。

▲ きちんと学ぶ中にも楽しさがあり、
最初は緊張気味だった職員も最後には
笑顔で終了することができました。

ICLS のご報告ICLS のご報告ICLS のご報告ICLS のご報告

傷が小さい・術後の痛みが少ない・入院期間が短い
胸腹腔鏡下手術とは？
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胸腹腔鏡下手術は、小さな穴をあけ、そこからカメラや手術器具を入れて行う手術です。大きな傷をつけなくても済むの
で術後の痛みが少なく、早期回復・社会復帰ができる身体にやさしい手術です。当院では外科手術のほとんどを胸腹腔鏡
下手術で行い、食道がんやイレウス・消化管出血などの急性期疾患も積極的に行っています。
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2016 年 8月より最新型外科手術用内視鏡システム（オリンパス社製・VISERA  4K  UHD）を導入しました。内視鏡外科手
術（胸腹腔鏡下手術）では、正確性・安全性の向上の為にも高画質な映像を得ることが非常に重要な要素となります。
今回導入の機器は、従来のフルハイビション映像に比べて、画素数が約 4倍の高精細な映像での手術が可能となりました。
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今回導入の機器は、従来のフルハイビション映像に比べて、画素数が約 4倍の高精細な映像での手術が可能となりました。

主な特徴
・広色域：豊富な色再現性が、微細組織（血管、神経、リンパ管など）の容易な識別をサポート
・高精細：4Kならではの、高精細映像が手術時の視認性向上に貢献
・拡大視：大画面及び電子ズームの拡大視で繊細な手術をサポート
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胸腹腔鏡下手術担当医
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　三愛病院では年に 2回、市民公開講座を開催
しております。
　今回は、2017 年 6月 18 日（日）10 時～プラ
ザウエストさくらホールにて行います。
テーマは「認知症について考えよう！」です。
さいたま市民医療センター院長 加計先生と三愛病
院院長 猪野先生の 2講演を行います。
　詳細は、院内のポスター又はチラシにてご確認
いただくか、地域医療連携課 TEL：048-866-1515
までご連絡ください。入場無料・予約不要です。
お気軽にご参加ください♪
多くの方のご来場お待ちしております！

　三愛病院では年に 2回、市民公開講座を開催
しております。
　今回は、2017 年 6月 18 日（日）10 時～プラ
ザウエストさくらホールにて行います。
テーマは「認知症について考えよう！」です。
さいたま市民医療センター院長 加計先生と三愛病
院院長 猪野先生の 2講演を行います。
　詳細は、院内のポスター又はチラシにてご確認
いただくか、地域医療連携課 TEL：048-866-1515
までご連絡ください。入場無料・予約不要です。
お気軽にご参加ください♪
多くの方のご来場お待ちしております！

第
8
回
市
民
公
開
講
座

第
8
回
市
民
公
開
講
座

の
お
知
ら
せ

の
お
知
ら
せ

桜区クリーン活動桜区クリーン活動
2017年３月５日（日）に行われました
自治会のクリーン活動に参加しました。
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　当院では地域貢献の一環として毎年、
クリーン活動を行っております。
地域の皆様にこれからも景観を維持出来
るように努めて参ります。
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増築棟工事のお知らせ


