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名前： 廣瀬 和紀

所属：看護部

出身：神奈川県

趣味：野球観戦

好きな食べ物：いくら

一言：いける！やれる！できる！

名前： 田中 美穂

所属：リハビリテーション科

出身：千葉県

趣味：泳ぐこと、シュノーケリング

好きな食べ物：パン・ハチミツ

一言：頑張りますので、

宜しくお願いします！

名前： 齋藤 歩美

所属：リハビリテーション科

出身：神奈川県

趣味：映画鑑賞

好きな食べ物：お寿司

一言：元気に頑張ります！

名前： 池田 亜紀子

所属：看護部

出身：東京都

趣味：映画鑑賞

好きな食べ物：アップルパイ

一言：笑顔で頑張ります！



名前： 田中 舞

所属：リハビリテーション科

出身：静岡県

趣味：ダイビング・スノーボード

ちょっとギター♪

好きな食べ物：ポテトチップス

じゃがりこ

一言：精一杯、頑張ります！

名前： 髙木 智博

所属：リハビリテーション科

出身：愛知県

趣味：スポーツ観戦（特にサッカー）

好きな食べ物：焼き肉

一言：初めての横浜市です。

1人暮らしで分からないことが

たくさんありますが、宜しくお願いします。

名前： 上田 拓己

所属：リハビリテーション科

出身：埼玉県

趣味：バドミントン・ドラム・

自転車・ボードゲーム

好きな食べ物：うどん

一言：理学療法士としても、

社会人としても成長して

いきたいです

名前： 木村 由佳

所属：看護部

出身：北海道

趣味：愛犬のお世話

好きな食べ物：焼き肉

一言：早く仕事を覚えられるよう、

頑張ります。

名前： 茂田 恵子

所属：看護部

出身：宮崎県

趣味：散歩

好きな食べ物：焼き肉

座右の銘：何とかなる

名前： 木下 幸代

所属：検査科

出身：神奈川県

趣味：日帰りバス旅行

好きな食べ物：シャインマスカット

座右の銘：自分で決めたことだから

名前： 福士 英子

所属：看護部

出身：岩手県

趣味：ラグビー観戦

好きな食べ物：お寿司

一言：笑顔で努力



ピカピカの チームワークの

新入職 ２年目

青葉さわい病院 フォローアップ研修
新入職員を迎える前には、平成30年度入職者の1年間の振り返りの研

修を院内にて行いました。“今後青葉さわい病院をどんな病院にしていき

たいか”というテーマでグループワークが行われました。新人、転職組、

職種、年齢も様々ですが、当院での一年間を通して、同期入職という絆が

強くなったと感じられる研修でした。

青葉さわい病院は整形の訪問診療をしています

～訪問診療と往診は同じではありません～

訪問診療…「1人での通院が難しくなった」など事情のある患者さんのご自宅に医師が診療に行く

ことです。患者さんのお体の状態や病状により計画を立てて定期的に伺います。

往診…「転んでしまい動けないのですぐ来てください！」といった緊急時に対応します。

～リハビリや栄養指導もご自宅で受けることができます～

訪問リハビリ…通うのは難しい、でも自宅でリハビリを続けたい時

にリハビリの専門職がお家に伺い指導します。

訪問栄養指導…健康維持・改善の為に、食生活で“気を付けるこ

と”“もっと出来る事”などを栄養面や調理方法なども含め専門の

栄養士がお手伝いにご自宅に伺います。

当院から退院された患者さんと外来や訪問診療を通じて、ご自宅で

の生活を最大限続けられるようお手伝いしながら、入院が必要に

なったら当院でスムーズにお受入れが出来るようにしていきたいと

考えています。

訪問リハビリ

訪問診療

通院・入院

訪問栄養

さわい病院

ご自宅



張 智為（ともお）医師 着任のご挨拶

この４月より着任いたしました。張と申します。

私は平成８年に医師免許を取得し、たくさんの想いをもって

脳外科医になりました。大学病院では救命センター・一般病棟・

リハビリ病棟に勤務し、大学病院退職後はケアミックスの病院や

老健の施設長と様々な職歴を経験してきました。そして、平成最後のこの春に青葉さわい病院
への赴任となりました。医師としてのこの２３年間、日々患者さんやそのご家族と接する中で
大切に心掛けていることは大きく下記の二つです。

✔しっかりと耳を傾け、お話しを伺うこと

✔医療・病気に関する不安や疑問を気軽にご相談いただける雰囲気を作ること

これからも、この姿勢を大事にし退院へ向けて共に寄り添い、退院後も問題なく安定した生活
ができるように関わって参りたいと考えております。

資格： 日本リハビリテーション医学会認定臨床医

日本医師会認定産業医

身体障害者福祉法第15条指定医「肢体不自由」

第4級アマチュア無線技士

趣味： キャンプ・釣り

好物： 水餃子

病院長コラム

2019年度になりました。今年も新たに10名以上のスタッフが入職しました。少しでも早く
職場に馴染み、一緒に働いていけるようにスタッフ全員でサポートして行きたいと思います。

また、今年度より新たに脳神経外科の張 智為医師が回復期リハビリテーション病棟の担当
として赴任しました。リハビリテーションの経験も豊富であり、ケガや病気によるお体の状態
を少しでも回復させたい・ご自宅へ帰りたいという患者さんのリハビリテーションのお手伝い
を担って参ります。

当院の今年度の目標は、今までより深く在宅に関わっていくことです。

青葉さわい病院 病院長 澤井崇博

当院を元気に退院されても、残念ながらまた入院して来られる方は少なくありません。
当院退院後は、基本的には入院前の主治医の先生の元にお戻りいただくのですが、当院か
らも必要に応じて積極的に訪問診療・訪問リハビリ・訪問栄養指導などで関わりを持ち続
け、元々の主治医の先生と協力してより健やかな生活をお送りいただけるよう入院中から
しっかりとサポートして行きたいと考えています。

整形外科の訪問診療も昨年末から行っております。加えて、

6月頃を目処に褥瘡でお困りの方の訪問診療も開始する予定です。

詳細につきましては当院地域医療連携室までご連絡ください。

本年度も青葉さわい病院をよろしくお願い申し上げます！



外来（手術室）

青葉さわい病院の外来部門には

8名の看護師が所属しています。

【外来には内科と整形外科があります】

当院の外来には内科と整形外科があります。

内科は大きく一般内科と糖尿病専門外来の２種類に分かれていて、更に詳しくいう

と一般内科といっても消化器内科・循環器内科・呼吸器内科・脳神経内科など、

それぞれの専門分野を持つ医師が曜日別で担当しています。

整形外科は大きく一般整形と足関節専門外来とに分かれています。

【私たちは手術にも関わります】

青葉さわい病院の特長の一つとして、外来部門の看護師が手術スタッフも兼務する

という点があります。大きな大学病院では、外来担当の看護師さんと、手術に立ち会

う看護師さんは全く別の部門（部署）であることが多いです。が、当院では同じ部門

のスタッフですので、外来に通院されている時からの状態を知っている看護師たちが

術前の検査・手術中・退院後の通院という一連の流れに関わることができます。

外来に通院されている時から関係を築け、手術に対しての想いや不安などを教えて

もらいながら、その患者さんを理解して手術にも立ち会うので、大きな病院とは

違った「継続看護」が提供できていると考えています。

～継続看護のイメージ～

外来で関わる看護師が → 手術にも立ち会います → 術後の通院でもまた関わります

【内視鏡検査も充実しています】

内視鏡検査は、上部（胃）と下部（大腸）の内視鏡カメラ検査にも対応。

胃瘻の造設や交換も行っています。

青葉さわい病院ってどんな病院？



検査科

◆◆編集後記◆◆

～薬と栄養～

数日旅行に出かけて家に帰ると「草花が元気がない」という経験ないでしょうか？この時、

皆さん何をしますか？「薬」を使う、という人は殆どいないと思います。先ずは、水（栄

養）をあげますよね。草花ではなく人が体調不良の時はどうでしょう「せめて薬だけでも飲

まなきゃ…」という声をよく耳にします。人間も草花と同じ生き物だとすると薬より、まず

「栄養」をとって基礎体力・免疫力をあげる必要があると思います。これを機に栄養をしっ

かりとって薬の成分をきちんと吸収できる体でいることが大事なんだって思っていただけた

ら幸いです。私は病院で働きながら食べ物（栄養）の偉大さに折にふれ感謝しています！

皆さんも栄養の大切さを感じて、お食事してみてください！

青葉さわい病院 はなみずき有志

看護部長：山口 看護師：幕内 地域医療連携室：尾辻、碓井 管理栄養士：山本 リハビリ：宮本

検査科には３名の臨床検査技師が在籍しています

臨床検査技師の仕事は、大きく二つの検査に分けられます。

① 検体検査

・採血（貧血、血糖値、コレステロールなどを測る血液検査）

・尿検査（血尿や尿蛋白などを調べる）

② 生理機能検査

・心電図

・超音波検査（エコー）

・肺機能検査

・眼底検査

・血圧脈波検査

上記のような検査の時には、技師の声かけに合わせて行うものもあり、患者さんの

ご協力が必要となります。

多くの患者さんは、採血に恐怖や不安を感じていると思います。

恐怖や不安を少しでも軽減できるようコミュニケーションを丁寧にとり、安心して

検査を受けて頂けるように心がけています。また、安全に、迅速かつ正確に

検査できるように日々努めております。

検査の結果が出るまで、お待たせすることがあるかと思いますが、

「またさわい病院で検査したい」と思って頂けるように努力して参りますので、

どうぞ宜しくお願い致します。

心電図 超音波（エコー）

青葉さわい病院ってどんな病院？



外来医師担当表

13：00－20：00

面会時間

案

診療時間／（月）～（金） 9：00－12：00 14：00－17:30
（土）※ 9：00－13：00 14：00-17：30(土曜午後は救急対応のみ） 受付は30分前からです。

青葉さわい病院広報誌では、皆様のご意見や、
皆様からの投稿を受けつけております。
当院広報誌が、より良いものになるよう、
是非皆様のご意見をお寄せください。
当院に設置されている、ご意見箱、または、
病院広報部宛てまで、ご投函お願いします！

東急田園都市線あざみ野駅より車で5分

※32台収容できる駐車場を完備しております（有料）

●東急田園都市線・横浜市営地下鉄あざみ野駅

●東急田園都市線たまプラーザ駅

●小田急線新百合ヶ丘駅

月 火 水 木 金 土※

荒尾　誠
荒尾 誠 (第1,3,5週)

加藤 章嘉 (第2,4週)

【予約制】

齋藤 滋 (第1,3,4週）

(足の外科専門外来)

【予約制】

齋藤 滋 (第1,3週)

(足の外科専門外来)

岡﨑　優
（糖尿病専門外来）

清田 康 (第1,3週)

安田 透 (第2,4週)

加藤　章嘉

午前
9:00～12:00

加藤　章嘉 澤井　博司
（理事長）

澤井　崇博
（病院長）

澤井　博司
（理事長）

午後
2:00～5:30

澤井　崇博
（病院長）

荒尾　誠 加藤　章嘉 澤井　崇博
（病院長）

岡﨑　優 張　智為 橋爪　洋平 米山　喜平 橋爪　洋平

☆　※土曜日午前の診察時間は９：００～１３：００です。

☆　内視鏡検査は、月・水・土[午前のみ]　に行っております。下記連絡先までご相談下さい。

☆　各種健康診断も行っております。お気軽にお問合せ下さい。

青葉さわい病院　2019年4月～外来医師担当表＜色の濃い部分は4月より担当が変更になりました＞

内
科

整
形
外
科

（救急対応）
午後

2:00～5:30
清田　康 須郷　慶一 橋爪　洋平 米山　喜平 高石　智

（救急対応）

午前
9:00～12:00


