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医療で地域を支える 院長

理事長・院長 本松茂

２

共済病院は日本医療機能評価機構認定病院であります。基本

理念は「医療で地域を支える」です。緑区原山にある共済病院

は、地域の方々が安心して暮らせるためにお手伝いすることを

使命と考えています。

その柱となるのが、健診センター、病院診療、訪問診療です。

1. 健診センター

血液・尿・心電図・レントゲン検査はもちろん、上部・下部内視鏡や超音波検査、

CT、MRIなどの多様な検査を通して病気の早期発見に努め、早期治療につなげるこ

とで健康づくりの手助けをしています。また、各種ワクチン接種も行っています。

2. 病院診療

2次救急病院でもある共済病院では、一般外来および救急外来にて 患者さんの

訴えに耳を傾け、素早い病気の診断・治療に力を入れています。入院治療が必要

な方には、内科・外科・整形外科・婦人科の常勤医が治療や手術に当たります。

また、麻酔科常勤医は帯状疱疹後の神経痛などの慢性疼痛や、がん性疼痛などの

ペインコントロールにも対応しています。1月からは消化器内科医を増員し、内視

鏡で胃がんや大腸がんの治療も行っています。

自治医科大学附属さいたま医療センターやさいたま市立病院などの基幹病院に

ご協力をいただき、当院で対応できない特殊な病気の治療を依頼しています。ま

た、治療終了後も、すぐには退院できない方にはリハビリによる体力回復を図っ

ています。

3. 訪問診療

体調によっては病院を受診できない方もおられます。また、人生の最期を自宅で

家族と一緒に過ごしたいという方もおられます。そのような場合には医療相談室

を中心に訪問診療を行い、医師と看護師がいわゆる往診をしています。



３

当院内科は本松茂院長、田代友之副院長、黒田仁内科部長、布施彩医師の常勤医師4
名、自治医科大学附属さいたま医療センターからの派遣医師、外来の非常勤医師10名
により外来、入院診療を行っています。
外来部門は一般外来（月曜日から土曜日）に加えて、循環器内科（月曜日、水曜日、

木曜日）、呼吸器内科（月曜日）、糖尿病内科（火曜日、金曜日、土曜日）、消化器内
科（火曜日、水曜日、木曜日）、禁煙外来(火曜日、水曜日)の専門外来を行っています。

ここで、地域医療を支えるために当院内科で行っている診療についてお話します。

１）発熱外来および新型コロナウイルス感染症対応について
去年春の新型コロナウイルス感染症発生後、今までは一般内科外来で行っていた発熱

患者の診察を、院外に設置した発熱外来専用テントにて行っています。近隣の医療機関
の受け入れが困難であった流行早期より発熱患者さんの診察を開始し、濃厚接触者の
PCR検査も発熱外来にて実施しております。院内の感染対策委員会が中心となって新型
コロナ感染対策を徹底して行っており、幸いにも今年3月現在、職員および入院患者か
らの新型コロナウイルス感染症の新規発症なく診療を継続できております。今後、新型
コロナウイルスのワクチン接種が順次開始される予定ですが、感染が収束するまで当面
の間は現在の発熱外来を継続していきたいと思います。

２）入院診療について
さいたま市緑区において、さいたま市立病院の次に病床規模が多いのが当院になりま

す。急性期病床、地域包括ケア病床、療養病床を合計して30-50名程度の入院患者を内
科で担当しております。2次救急医療機関として当院に救急搬送された患者さんや、近
隣の基幹病院や診療所、福祉介護施設からの入院や転院なども積極的に受け入れており
ます。病状により入院治療後に外来通院困難となった患者さんに対しては常勤医師によ
る訪問診療を行っています。また、近隣の医療機関、施設職員と定期的にカンファレン
スを開催し地域の情報共有を行っています。

当院の理念である「地域を支える医療」を実践するために、これからも近隣の医療機
関、介護福祉施設などとの連携を大切にし、地域住民の皆様の健康を支えていきます。

各診療科よりご挨拶（内科）

内科

内科 副院長 田代友之



各診療科よりご挨拶（整形外科・婦人科）

４

さいたま市緑区は、周囲5km圏内にさいたま市立病院や埼玉メディカルセンター、自治
お医科大学附属さいたま医療センター、埼玉協同病院など急性期医療を担う中核病院が複
数存在し、比較的医療に恵まれた地域と言えます。しかし、救急医療や専門的な高度医療
に特化した病院だけで地域医療を担える訳ではありません。
高齢化率が25％を超えて世界でも未曾有の超高齢社会に突入している日本ですが、比較

的都会であるさいたま市緑区の高齢化率も20％を超えています。整形外科の患者さんの多
くはこの高齢者であり、90歳を超える患者さんも珍しくありません。怪我や骨折で入院す
ると、が悪化したり歩けていた人が歩けなくなったりしてしまいます。例えば大腿骨頚部
骨折や腰椎圧迫骨折などを発症すると、介護が必要になってしまう方が少なくないのが実
情です。共済病院整形外科では、早く今までの生活に戻るためにはどんな治療が必要かを
常に考え、手術が必要であれば、早期に侵襲の少ない手術を行える体制で診療を行なって
います。しかし、手術だけでは今までの生活を取り戻すことはできません。その後のリハ
ビリも重要ですし、次の骨折を起こさないための骨粗しょう症治療を始めなくてはなりま
せん。これはとても大切なことです。
クリニックでは入院や救急対応が難しく、大病院では長期のリハビリや介護・福祉との

連携が難しい。当院は病床数117床の小さな病院ですが、病院という特別な場所としての
医療だけではなく、住民一人一人の生活を中心に考えた医療を提供したいと考えます。

整形外科部長 遠藤 実

整形外科

婦人科
近年、周辺産婦人科開業医の先生方の高齢化に伴い閉院が相次いでいます。これまで何

でも話せていた先生とのつながりがなくなり、一人で悩みを抱えてしまう方もいます。
そもそも婦人科ではプライベートでデリケートな問題が多く、かかりつけの先生との信頼
関係がとても大切です。
私たちは、病院の婦人科でありながらも、診療所の要素を色濃く持つ婦人科でありたい

と考えていますので、他人にも話しづらいけれど辛い症状、こんなことで病院に行ってい
いのか悩む状態であっても、どうぞ気楽に一度婦人科へ足を運んでいただけたらと思って
います。

婦人科 内科科長 布施 彩

採用情報
当院では下記の職種の募集をしています。奮ってご応募ください。
・医療相談員（社会福祉士有資格者もしくは実務経験者）
※新卒不可

・看護師（新卒・既卒）・看護助手
・医師事務作業補助者（医療クラーク）
・医療事務
・診療情報管理士

詳細はこちらのQRコード
より、ご確認ください

URL: http://www.kyosai-hosp.or.jp/recruit

http://www.kyosai-hosp.or.jp/recruit


５

当院に本年１月から私を含め消化器内科の常勤医師が４名入職しました。地域の医療を
支えてきた共済病院の一員となることができ嬉しく思います。消化器はストレスの影響を
受けやすい臓器なので、昨今の生活様式の変化で調子を崩されている方もいらっしゃるの
ではないでしょうか。そういったニーズに応えるため、また消化器癌の予防、早期発見、
治療のために当院は消化管内視鏡検査や、治療の体制が以前にも増して充実してきました。
日常の些細なことから人には言いづらい症状まで、皆様のちょっとした疑問や悩みにも

応え、今まで以上に迅速に診療、検査、治療を行うことでこの地域に貢献できればと思い
ます。

各診療科よりご挨拶（消化器内科、外科）

消化器内科部長 勝山 泰志

消化器内科

共済病院のような中小病院の外科診療は、しばしば、「アッペ・ヘモ・ヘルニア外
科」とも言われます。自ら卑下して口にすることもありますし、大病院のドクターから
見下したように呼ばれることもあります。でも、実際にその三つは地域に根差している
共済病院の外科でも日常的に診療にあたっている分野であり、真向から取り組んでいる
ことにいささかも恥ずべきものはありません。ちなみに、アッペは急性虫垂炎（いわゆ
る盲腸）、ヘモは痔疾患、ヘルニアは脱腸（そけいヘルニアなど）のことです。
今回はそのうちのアッペについてお話しします。急性虫垂炎の手術適応をきちんと見

極めて緊急手術を行うと、大抵の場合は2泊3日程で退院になります。手術から数日後に
大事な試験を控えていらした学生さんや大事な仕事に臨まなければいけなかった方など
から、術後の外来再診で、「おかげさまで無事に合格しました」などと報告されますと、
こちらも胸をなでおろし、外科医冥利に尽きる思いです。ところが最近では緊急手術に
伴う合併症を減らす医療安全を優先する見地から、緊急手術はできるだけ避ける流れに
なってきました。以前は、急性虫垂炎と診断したらバタバタと手術に臨みサクッと完遂
して、あとはおいしいビールを味わうのがお約束だったのですが、最近では抗菌薬投与
よる保存的治療で急性炎症を抑え込んで、その後改めて予定手術として待機的虫垂切除
を行う方法が取られることが多くなりました。手術に伴う合併症のリスクを減らすとい
う視点では確かに正しい対応なのでしょうが、総入院期間が延長してしまうことや薬剤
投与に伴う合併症が増加してしまうことが懸念されます。私としてはその欠点の方が気
になってしまうのですが、医療安全に逆らうと「この危ない切りたがり野郎！」と後ろ
指を指されかねないので、戸惑いながらもその流れに身を任せていくことにいたします。
「速やかにアッペの緊急手術の準備を！」と私が叫んだとしても、「さっさと切っ
ちゃって、早くおいしいビールを飲みたいなあ。」なんてこと思っている訳ではありま
せんからね、皆さま。

外科

外科・副理事長 星野 徹



６

感謝の横断幕をいただきました 総務課

さいたま市立大谷場中学校の生徒様より、

感謝の横断幕と激励の寄せ書きをいただきました。

職員一同より、感謝を申し上げます。

職員一同



２０２１年度の健診受付開始 健診センター

新年度になり、2021年度の健診が始まりました。

共済病院健診センターでは、人間ドック、脳ドック、骨ドック、企業契約の健康診断、

特殊健康診断、特定健診、さいたま市健診、ワクチン接種、保健師・管理栄養士による

特定保健指導等を行っております。今回新しく始まりました骨ドックについて、下記に

ご紹介いたします。

地域の皆様の健康増進に、ぜひご活用ください。スタッフ一同、丁寧な対応を心がけお

待ちしております！健診は、すべて予約が必要です。

ご不明な点はスタッフにどうぞお尋ねください。

当センターの新しい企画として、本年度より骨ドックを実施いたします。

骨粗しょう症予防に関心のある方へお勧めです。骨粗しょう症は初期ではほとんど症状

がないために気づきにくく、この患者さんのうち6人中1人しか治療を受けていないと言

われています。また、要介護の大きな原因の一つに骨折があげられています。

早期に発見し早期治療しましょう。

さいたま市の骨粗しょう症検診では撮影しない部位（大腿骨・腰椎）を検査します。

結果をもとに整形外科医による診察、管理栄養士・理学療法士による指導を実施します！

骨ドック、はじめました！
（こつ）

費用：10,000円（自費） 所要時間：約1時間

※食事を抜く必要はありません

おすすめポイント

健診スタッフ一同

①問診記入・身体計測

②DEXA（デキサ）検査

③整形外科医師による診察

④管理栄養士による栄養指導

⑤理学療法士による運動指導

～検査の流れ～

※健康診断の所要時間は、内容により

異なります。ご了承下さい。
健診センター予約・問い合わせ

0120-635-655（直通）

写真 DEXA撮影の様子

７



ホームページから予約可能 健診センター

８

健診各種、人間ドックが
ホームページよりご予約が可能となり

便利になりました。



新型コロナウイルス感染（COVID-19）が拡大するなか、当院では全職員が感染対策を行

い、地域の皆様が安心して受診、入院治療を受けていただけるように、病棟の整備やマニ

ュアルの作成を進め、病院玄関での体温チェックや発熱外来、面会制限などの対応を取り

組んでまいりました。

前述のとおり、新型コロナ感染対策として、ご面会を制限させていただいております。

ご面会ができなくなると、入院患者さんはもちろんのこと、ご家族も寂しく不安を感じら

れると思います。私たち看護師は、ご面会ができず疎外感や孤独感を感じている患者・ご

家族の思いに寄り添い、看護師として今何ができるかを考え、より質の高い看護を目指し

ていこうと考えております。

今回は、2020年9月より行っている遠隔面会の様子と、現在発熱外来者の診察を行って

いるドームテントについてご紹介いたします。

＜遠隔面会で患者さんとご家族をつなぐ＞

＜発熱外来はドームテントで診察・検査を実施＞

コロナ禍における看護師の関わり 看護部

タブレットを使用しています。

看護師から情報を伝えて、

ご家族の不安の軽減に努めています。

ご希望の方は、病院までご連絡ください。

ドームテント内の様子

空気清浄機、エアコンを完備

発熱者等の混在防止のために、

発熱外来の診察をドームテントで実施

９



春を楽しむごちそうレシピ 栄養科

新型コロナウイルス蔓延防止のため二度の緊急事態宣言が発出され、行楽も会食もま

だお預け状態が続いています。多くの制約を窮屈に感じている毎日ですが、それでも季

節は廻り春はやってきました。窓を開けてお部屋の換気をするついでに暖かな春の日差

しを感じながら、自然の移ろいに目を向けてみてはいかがでしょうか。再び桜の木の下

で宴を囲む日が来ることを願いつつ、今回はおうちで行楽気分を味わえるごちそうメ

ニュ－を考えてみました。季節を楽しみ、おいしく食べ、ストレスを解消しましょう。

最近は家庭内感染が問題になっており、家族間でも食器やカトラリーを共有しないこ

とが大切です。大皿に盛りつける場合はとりわけ用の箸や皿を使うようにしましょう。

春の香り
いろいろ串刺しプレ－ト

① こごみ天ぷら

② たらの芽天ぷら

③ 筍土佐煮

④ アスパラべ－コン巻

⑤ 菜の花のハム

⑥ そら豆・さつま揚げ

⑦ ロ－ストビーフ

⑧ サ－モン・クリ－ムチ－ズ

＊材料と作り方＊

お好きな材料を何でも串刺しにして、からしマヨネーズやステ－キソ－ス等お好みのたれや

抹茶塩でいただきます。

①②こごみは半分の長さにカット、こごみは袴（穂先と反対側の茶色の部分）を包丁でむき取り十
字に切れ目を入れ、小麦粉をまぶしておく。薄目の天ぷらの衣をつけさっくり油で揚げる。

③筍は生なら米のとぎ汁で茹でる（茹で筍を使用しても可）。くし形に切りだし醤油で煮つけ鰹節
をまぶす。

④アスパラガスは袴と固い部分を切り、塩ゆでにしてベーコンを巻きフライパンでソテ－する。

⑤菜の花は塩ゆでにして一口大に切りそろえ、ハムを巻く。

⑥空豆は塩ゆでにして好みのさつま揚げと一緒にする。

⑦ロ－ストビ－フは角切りにしてホ－スラディッシュをのせる。

⑧クリ－ムチ－ズ２cm角に切りスモ－クサ－モンで包み、ディル（ハーブ）をのせる。

１０



春を楽しむごちそうレシピ 栄養科

① 梅野沢菜ちりめん

② あさり生姜

③ 焼き鮭

④ えごまナムル

① ひじき

② 釜揚げ桜エビ

③ 胡麻たくあん

＊材料と作り方＊
いろいろな味が食べられるようにひとくち

サイズに小さめに作ります。

① カリカリ梅と野沢菜、ちりめんじゃこ
をごはんに混ぜて大葉で包む

② あさりのむき身は白だしでさっと煮て
ごはんに混ぜ、海苔を巻きあさつきを
のせる。

③ 焼き鮭のほぐし身をごはんに混ぜ込み、
海苔を巻く。

④ 握ったごはんに軽く塩をまぶし、カク
テキと豆もやしのナムルをのせ、韓国
海苔を巻いてえごまの葉で包む。

＊材料と作り方＊

下準備：油揚げは半分に切り、かつおだし、砂

糖、みりん、酒、醤油で煮て冷ましてから開い

ておく。ひじき、干椎茸は戻して千切りにした

人参と一緒に炒め煮にする。すし飯を作る。

① すし飯にひじきの炒め煮を混ぜ、油揚げに
詰める。

② すし飯を油揚げに詰め､桜エビをのせる。

③ すし飯を油揚げに詰め、たくあんの細切り
をのせる。

④ 具材が見えるよう油揚げの口は閉じないで
大葉を飾る。

＊春を呼ぶ山菜こぼれ話＊

カラフル
ひとくち結び

彩り稲荷寿司

ふきのとうやたらの芽、くるりとしたフォルムのこごみ、つくし

等々早春の山菜には新しい芽吹きからパワ－をもらうような不思議

な力を感じさせます。万葉集にも詠まれているほど古くから食べら

れていたとのこと。独特の苦み成分に含まれる抗酸化物質のポリ

フェノ－ルやβ－カロテン等ビタミン類も豊富です。春の訪れとと

もに山菜を味わいながら栄養を充電してみてはいかがでしょうか。
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２０２１年３月より病院職員への新型コロナウイルスのワクチン接種が始まりました。

職員一同や外来、入院の患者、近隣地域の皆様のご協力により、院内や地域での感染拡

大を起こさずに冬を乗り越えられました。

今回のテーマは当院の理念の１つになります。今後も職員一同、医療を通して地域へ

貢献して参ります。

編集後記

（Mr. M）

「地域医療を支える相談室」 医療相談室

医療相談室は、地域の医療、福祉機関の窓口となり患者さまの満足できる医療の提供、

療養生活の支援を行っています。地域と連携し社会で生活していけるように、その人の

生活や暮らしに目を向けています。入院時から退院支援を考え、院内の多職種（医師・

看護師・リハビリ・栄養士・薬剤師・ケアマネージャー等）と連携し、患者さまにとっ

て何が必要であるかを検討しています。

病気や障害によって引き起こった社会生活上の問題解決のサポートをし、「自宅に帰

りたい」等という患者様の思いを尊重したいと考えています。その為、病院外の地域包

括支援センター、クリニック、訪問看護ステーション、居宅介護事業所、社会福祉施設

等と連携し、少しでも目標に近づけるように合同カンファレンスを実施しています。

患者さまが、住み慣れた場所、匂い、音、いつもの声が聞こえる場所、心地よい空間

で、穏やかな暮らしをして頂きたいと願っています。地域の皆さま、医療、介護、生活

の不安などの相談をお受けいたします。お気軽にお訪ねください。

医療相談室 室長 石塚明美
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TEL：048-813-8815（医療相談室直通）
※外出等で不在にしていることもございますので予めご了承ください。


