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管理栄養士が教える

産後で疲れた体の回復と

　　　 　　　　新 しいご家族をお迎 えした喜 びに

緩和ケア院内講演会が行われました
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　 　 　 　   の 運 用 を 開 始 し ま す！！



一 緒 に 、は た ら こ う ！

各部署のキャリアマネジメント

03 04

働くあなたをサポートします！
福 利 厚 生

住宅手当 食事の助成制度
1食

200円

看護師寮は月 25,000 円前後。（看護師免
許取得後遠方の場合）入寮していても住宅手
当が別途15,000円支給！

約半額（200円）で注文することができます。
日替わりでお弁当や丼、カレー、麺類（夏季
限定）などを選ぶことができます。

当院医師
が診察

保育室
勤務時は夜勤・
日祭日はもちろ
ん、研修の時も
預けることができ
ます。残業で遅
くなった時は夕
食を提供します。

お子様の急病で
お仕事を休むこと
が比較的少ない
職場環境です。
当院の小児科医
師が診察しますの
で預けている間も
安心です。

病児保育室

Co
me a
nd meet us!

～佐々の看護部で 働く人たちの場合

　准看護師として入職しましたが、10年の実務経験を経て、
看護師養成学校の通信制課程を利用して看護師の資格を取得しました。
　准看護師時代に得た経験は、正看護師として救急外来に配属された今も活かされ
ています。急性期病院である当院は日々多くの救急患者さんを受入れていますので、
緊急検査の必要な患者さんへ即対応できることに、大変やりがいを感じています。

看 護 師 T さんの場合　 働きながら、正看護師に！

　子育てをしながら働ける場所を探していた時に、保育室と病後児保育が併設されてい
て、家からも通いやすい当院に出会いました。施設見学をしたときの病棟の雰囲気の良
さと、経験ゼロからの人も多いと聞いて、ここで頑張ってみようと思い入職を決めました。
　患者さんの身の回りのお世話など接する時間が長いので、患者さんの笑顔を引き出
すことができたときは本当に嬉しく思います。

ケアサポーター Yさんの場合 子育て中に、新たなチャレンジ！

　高校生の頃、看護助手として当院で働き始め、その後出産、育児の傍ら、働きなが
ら看護師養成学校に通って資格を取得しました。今では新人を指導する立場になりまし
たが、新人看護師たちにも末永く楽しく生き生きと仕事し、思いやりをもって患者さんを
第一に考えられる看護師に育ってほしいと常に願っています。
　また、緩和ケア認定看護師という目標を持っているので、終末期の患者さんとそのご
家族を支えられるよう、更に勉強を重ねていきたいと思っています。

看 護 師 H さんの場合　 ライフサイクルの波があっても、スキルアップできる！

わたしのキャリア

　手術室看護のエキスパートとして学会が認定してい
る研修があり、受講を推奨しています。終了後には更
に院内で麻酔科領域の特定行為研修も受講できま
す。現在、受講修了者が 1 名、麻酔科業務に入っ
ています。他にも、術後の疼痛管理チームのメンバー
としても活躍できます。

　救急外来では緊急の処置対応が求められます。そ
れに応えるための訓練や研修制度があります。看護
師は緊急内視鏡での止血や脳梗塞の血栓回収治療
などに対応できるよう教育研修を行っています。さらに
内視鏡検査においては、内視鏡学会の専門研修受
講を推奨し技師資格を得ることもできます。また、病
院内で救命処置ができるようになった救急救命士が
点滴の確保や心電図検査なども行えるよう訓練され
ています。

病 　棟

救 急 外 来・内 視 鏡 検 査

手　術　室

　内科病棟では肺炎や糖尿病、様々な慢性疾患を
持つ高齢の患者様の入院が多いため、栄養状態を良
くして治療効果が得られるよう栄養補助チームがいま
す。そのチームメンバーに入るための専門研修を受け
ることができます。また糖尿病患者様の指導を行うた
め、研修を受けた医療従事者が集まりチームで活動
しています。
　外科病棟ではがんによる身体的、精神的苦痛を緩
和する、緩和ケアという看護があります。がんと診断さ
れた日から緩和ケアは始まるので早期に対応できるた
めの看護師の育成を行っていますが、更に専門的な
認定看護師取得を目指すこともできます。
　認定看護師資格を取るための研修は 1 年間と長い
ですが給与を保証され受講できるサポート制度があり
ます。他の研修においても勤務
として研修を受けることができ、
自身のキャリアアップを描きなが
ら働いていけることも魅力です。 　当院は新入職の看護師やママさん看護師など、さまざまなライフス

テージの看護師が働いています。個々のライフステージに対応できる
よう、福利厚生の充実を図っています。

看護部長　倉持 玲子

病院近くに

24時間体制

　佐々総合病院では、この度の手術室拡張を皮切りに救急外来拡張工事、さらには新
棟建築を計画しています。このような病院の変化に対応するため、更に専門性を発揮す
ることが求められています。チーム医療は専門職が集まり、患者さんにとって一番良い医
療を提供することです。その中で私たち看護部はプロとして、より看護の質向上のためさ
まざまな取り組みを行っています。看護師として、プラスαのスキルを持つことを推奨する
キャリアマネジメントを紹介します。

田無駅近寮

⽉/２5,000円
前後

看護部
紹介

佐々総合
病院の

看護師・ケアサポーター募集中 ! !

実務研修実務研修
フォローアップフォローアップ充実充実！！！！
ブランクブランクあってもあっても安心！安心！

実務研修
フォローアップ充実！！
ブランクあっても安心！

バックグラウンドバックグラウンドが違う
働く人働く人たちをたちを応援！応援！
バックグラウンドが違う
働く人たちを応援！

チクッェ してね!

＋

Co
me a
nd meet us!

プラスαのスキルが⾝につく、キャリアマネジメントをご⽤意しています!プラスαのスキルが⾝につく、キャリアマネジメントをご⽤意しています!プラスαのスキルが⾝につく、キャリアマネジメントをご⽤意しています!プラスαのスキルが⾝につく、キャリアマネジメントをご⽤意しています!



　「日曜日にマンモグラフィー検査
が受診できる環境づくり」への取組
みに、当院も賛同医療機関として
登録されています。是非この機会
にご受診ください。

　乳がんは、乳房にある乳腺にできる悪性腫

瘍です。早期の段階では自覚症状に乏しく、病

期の進行とともに症状が現れます。

　乳がんで最も多い自覚症状は「しこり」で

す。2cm 前後で気づくことが多いのですが、

良性のしこりと区別がつきにくいこともあるた

め、しこりを発見したら自己判断せずに専門医

の診断を受けましょう。

　乳がんが進行すると、乳頭に湿疹やただれ

を生じたり、乳頭から血の混じったような分泌

物が出たり、乳房にえくぼのようなへこみを生

じることもあります。さらに、乳がんがわきの下

のリンパ節に転移すると、わきの下にしこりがで

きることもあります。

2008年診断の乳がんステージごと10年⽣存率

1期 2期 3期 4期

99.1% 90.4% 68.3% 16.0%

※2021年4⽉27⽇付け国⽴がん研究センター公表データより

0605

ご意見ご意見からから各課各課で改善改善に取り組んでいますんでいます！ご意見から各課で改善に取り組んでいます！

病室の窓の埃が気にな
りました。

患者さまへの対応について

改善を求める点

行き届いておらず、大変申し訳ございませんでした。
ベッド周囲だけではなく部屋全体への環境に目を向け、清掃・
整備していきます。

自立している患者さまには硬めのマットレスを使用していま
すが、今後すべてソフトなものに変更していく予定です。

枕とマットレスが硬い。首と腰が
痛くなった。改善されるともっと
快適になると思う。

　佐々総合病院では毎年、入院患者さまを対象とした満
足度調査を実施しております。皆さまから多くのご意見
をいただき、医療サービスの改善及び質の向上のために
努力することで、より一層の期待に応えられる病院づく
りに役立てていきたいと考えております。今後ともご協
力よろしくお願いいたします。

面会禁止の中、電話を

つないでくれたり、遠

くから様子を見させて

いただくなどの配慮に

感謝しています。

スタッフ一人一人が患

者に寄り添い対応され

ていた。激務なのに常

に笑顔を絶やさずス

タッフ同士が家族のよ

うに連携していると感

じました。

朝夕、病室に来て様子

をうかがってくれたの

で安心できたし、有難

かったです。

こちらの病院は初めて

の入院でした。不安な

中、いつも清掃の方に

声を掛けていただき、

温かい気持ちになりま

した。

病院食が美味しいで

す。入院中は食事が何

よりの楽しみでしたの

で、栄養士さん、調理

師さんありがとうござ

いました。

入院満足
度調査

を実施し
ました入院満足
度調査

を実施し
ました

医師看護師・助産師 その他職員

多くの患者さんがいる

中、それぞれの患者さ

んへ本当にやさしく丁

寧に対応されていてす

ごいなと思いました。

患者さま患者さまの声が現場現場の励みになりますみになります !!!!患者さまの声が現場の励みになります !!

ご協力ありがとうございました !!ご協力ありがとうございました !!

ご予約について

検査内容

マンモグラフィ

乳腺エコー

マンモグラフィ＋乳腺エコー

検査費用

通常価格

7,150円

6,050円

11,000円

JMSMS特別価格特別価格
検査費用

JMS特別価格

5,720円

4,840円

8,800円

個人(自費)
乳がん検診

西東京市
乳がん検診

WEB
予約

電話
予約

佐々総合病院健診センター
受付時間　9:00̃16:00（土日・祝日を除く）

042-461-8383　

●女性検査技師対応可能です。
●定員54名　定員に達し次第予約受付を終了させていただきます。
● 西東京市乳がん検診の受診券をお持ちの方もご受診可能です。
● 10月16日は乳がん検診のみ。子宮頸がん検診の受診はできません。

日曜日 に乳がん検査 を受けられる日です。

定員

54名
完全
予約制

●当院は完全予約制です。

            ２０２２年

10月               
  １６１６日
 (日)
ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨｰ･ｻﾝﾃﾞｰJ.M.S

ー

お申込みは
10月14日まで！

　乳がんの 10 年生存率はステージによって

大きく異なるので、早期発見、早期治療がとて

も大切です。乳がん検診で死亡率を減少させ

られる検査はマンモグラフィが基本です。ただ

し、乳がんが発見されにくい高濃度乳房の方

では、乳腺エコー検査を併用することで早期

発見の可能性が高くなります。定期的な検診と

異変を感じたら、できるだけ早く専門医の診断

を受けるようにしましょう。

医療講座
Extension Lectures

乳がん乳がんって
、て、

　　　9　　　9
人に人に１人がか

かるの人がかか
るの

解説 ： 乳腺外科 部長　京田 茂也
日本乳癌学会認定医・専門医

！？
この病院に入院して満足していますか? Q.

3-3

3-2

2-3

2-2

1-3

合計

病棟 人数
41

36

44

41

52

 214名

回答人数 

86％の方が

満足とご回答

不満足

1％

大変満足

37％

満足

49％

どちらとも言えない

8％

非常に不満足

5％


