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皆様、形成外科という診療科をご存知でしょうか？形

成外科とは、身体に生じた組織の異常や変形、欠

損、あるいは整容的な不満足に対して、様様な手法

や特殊な技術を駆使し、機能のみならず形態的にも

より正常に、より美しくすることによって、生活の質”

Quality of Life”の向上に貢献する外科系の専門

領域です。 

当院では、常勤医師３名で診療にあたっており、形成

外科分野の殆どすべての症例をカバーできる体制を

整えています。

我々、久喜の医療圏では形成外科が少なく、当科は県

内有数の手術症例を誇っており、緊急手術にも積極

的に対応し長時間に及ぶ手術では、顕微鏡を２台使

用して手術の短縮を図っています。また、後期研修医

を積極的に受け入れ、卒後教育をおこなっています。

形成外科部長　信太　薫

担当医師

形成外科部長/医局長信太　薫
かおるしだ

日本形成外科学会認定形成外科専門医
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形成外科のご紹介新久喜総合病院

手 術 実 績
Ⅰ． 外傷

手術件数 麻酔件数
485
10
506
30
85
52
0
34
1,202

Ⅱ． 先天異常
Ⅲ． 腫瘍
Ⅳ．瘢痕・瘢痕拘縮
Ⅴ．難治性腫瘍
Ⅵ．炎症・変性疾患
Ⅶ．美容（手術）
Ⅷ．その他

類　計

Ⅰ． 全身麻酔
Ⅱ． 腰麻・伝達麻酔
Ⅲ． 局所麻酔・その他

503
3
696

類　計 1,202

※２０１７年１月１日～１２月３１日



　下肢静脈瘤は静脈の弁が壊れることによって起こ

る病気です。

　弁が壊れてきちんと閉まらないために、下流の静脈

に血液が溜まり、静脈の壁が徐々に引き延ばされて、

グネグネと曲がった状態になります。

　静脈の弁が壊れる原因には、遺伝や妊娠・出産、長

時間の立ち仕事などがあります。下肢静脈瘤は見た

目が悪くなるだけでなく、汚れた血液が足に溜まった

り、静脈の中の圧力が高くなることによる炎症によっ

て様々な症状が起こります。

　最近の調査では日本人の約９%の人に静脈瘤を認

め、患者数は１０００万人以上と推定されています。

下肢静脈瘤とは・・・・？？
　静脈瘤の治療には“弾性ストッキング治療”、“硬化療法”、

“レーザー治療”の３つがあります。 静脈瘤の進行状況や、静

脈瘤の太さなど、患者様の状態に合わせて、適切な治療を選

択していきます。

　当院の最大の特色として、患者様のニーズによって”日帰

り手術”と”１泊手術（入院）”が選択できます。手術後の外来

フォローを含め、安心して治療をうける事ができます。

治療法は・・・？？？

担当医師 平成３０年
５月１日より着任

心臓血管外科佐賀　俊文
としふみさが

下肢静脈瘤血管内焼灼術指導医
弾性ストッキングコンダクター
血管内治療認定医
日本脈管学会脈管専門医
日本外科学会認定外科専門医
腹部ステントグラフト指導医
胸部ステントグラフト指導医

フットケア外来

下肢静脈瘤について

◆血管がボコボコ浮き出ている
◆足がむくむ　　　　　　　　
◆足の皮膚炎をくりかえす
◆足がだるい

こんな症状ありませんか？

心臓血管外科 特殊外来のご案内

　　　　　に関わるすべての疾患及び症状を総合的に

診療を行っております。現在、高血圧症や糖尿病に代表

される生活習慣病が増加しており、それに伴う全身の動

脈硬化疾患も急増しています。動脈硬化疾患は、心筋梗

塞や狭心症などの心臓疾患や脳梗塞などの脳血管疾患

を引き起こす原因となります。

　重要なのは、足病変の早期発見・早期治療となります。

　当院では各科で連携を図り、症状に応じて各科の専門

医での対応を致します。お気軽にご相談ください。

足

お気軽に
お問い合わせ下さい！

下肢静脈瘤血管内焼灼術実施医
日本外科学会認定外科専門医

担当医師 平成３０年
4月１日より着任

心臓血管外科冨田　剛志
たけしとみた

15才 ～ 20才　１３％
30才 ～ 49才　５５％
50才 ～ 69才　６１％
70才 ～　　　  ７５％
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脳卒中リハビリ認定 渡部 真由美

重症集中ケア認定
救急集中分野特定 中川 さつき

感染管理認定 高平 裕樹

認知症看護認定 神保 奈保美

重症集中ケア認定 白川 大仁

乳がん看護認定 西口 沙也佳

　脳卒中の発症早期から患者様の状態を管理しな
がら、早期リハビリテーションを行い、住み慣れた自宅
に帰れるように安全な看護を提供していきます。
　脳卒中の原因でもある生活習慣病に対しての不
安やご相談にもお答えしていきます。

認定看護管理者 朝穂 美記子
患者様・ご家族様のケアニーズを把握し、質の高い組
織的看護サービスを提供していくことを目指していま
す。その様な中、私たち看護師には熟練した看護技術
と知識を用いて、より水準の高い看護を実践する認定
看護師がおります。なにか不安な事、お困りな事など
ございましたら、いつでもお気軽にお声かけください。

救急看護認定 岩渕 郁子
　救急医療は、場所や時間、院内外を問わずあらゆる
場面で必要とされます。
　救急看護の役割として「診療の補助」が主に考えら
れますが、救急医療の中心となるのは「患者様・ご家
族」です。患者様やご家族に寄り添い医療の中心とし
て看ることができる救急医療を提供していきます。

　感染症について病院全体で感染対策に取り組ん
でいます。職員一人ひとりが感染対策の重要性を
理解し、地域の皆様に少しでも関心を持っていただ
けるように情報発信・情報提供・啓発活動を行って
います。地域の感染症について一緒に考えていきま
しょう。

　認定看護師として、すべての患者様に対し『安心・
安全』な看護の提供ができるように環境を整えてい
ます。ICUでは手術後の早期離床を目標としている
ため、理学療法士とともにリハビリに積極的に介入し
ています。

　2025年に団塊の世代が75歳以上となり、65歳以
上の高齢者のうち5人に1人が認知症になると言わ
れています。認知症看護認定は認知症患者様にとっ
て安心かつ安全な生活・療養環境の調整を行い、認
知症患者の状態に応じたケアの実践と家族のサ
ポートを行わせて頂きます。

　乳がんの治療は多種多様で、治療期間も多岐に
わたることがあります。みなさんが安心して治療を
行えるようにサポートしていきます。
　些細なことでも気になること、不安に思うことが
あれば気軽にお声かけください。一緒にがんばりま
しょう。

　教育担当として、病棟の看護師さんのいろんな相
談や疑問に対応し、一つでも解決してもらえるように
サポートしています。現在は直接患者さんに関わる
事は少ないですが、そのサポートがいつの日か地域の
皆さんの為になると思って日々頑張っています。

　6月8日、7月5日、8月2日の3回にわたり、地

域の医療従事者を対象にBLS研修を実施しまし

た。約60名の方が参加され、モデル人形を使用

して胸骨圧迫の評価や、実際の急変時をイメー

ジしながらAED・バック・バルブ・マスクを用いて実

技を行いました。

　今後も地域の医療関係者と共に質の高い医療

が提供できるよう、様々な研修等を企画していき

たいと思います。

看護部　教育担当　西口　沙也佳

地域看護セミナー
6月8日、7月5日、8月2日
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　平成３０年７月６日に地域の方々をお招きし

て「一日看護師長体験」を行いました。私たち

と同じユニフォームを着て頂き、病院内の見学

や病棟での看護体験を通して、病院内の雰囲

気を感じていただけたと思います。

　来年以降も継続して実施して行きたいと考

えております。皆様のご参加をお待ちしており

ます。

　当院看護部では、「高校生の志～病院職場体験～」

として医療や看護に興味のある高校生を対象とし病

院職場体験を開催、今回初めて埼玉県内11件の高等

学校より13名の方々に参加いただきました。

　岡崎院長より当院の特徴や施設に関する内容をオ

リエンテーションし、院内見学と実際の手術器材を使

用して縫合や挿管の体験を行いました。

　今回の病院職場体験が参加された皆様の進路選択

のお役に立つことを願っております。

地域医療部　室長　中村　早苗

看護師長
体　　験

一
日 いふ

れ
あ

「一日看護師長体験」を実施して

最後に岡崎院長と研修医の皆さんで写真撮影！

高校生の
～病院職場体験～志

看護部　副看護部長　藤田　朋子お
お
！

まずは、院内を見学‼

そ
う
な
ん
だ

岡崎院長から当院についての
説明をしていただきました。

難
し
い
！

実際の器材を使用して縫合や
挿管の体験をしました♪

こんなことを
体験しました！



　6月2日（土）に健康まつりを開催致しました。

　たくさんの職員と協力しながら健康祭りの準備を始め

ましたが準備はとても大変でした。

　祭り当日は大盛況で、飲食物などは常に行列が出来てい

る状態でした。私の担当は焼き鳥係だったのですが、開始1

時間で無くなってしまうくらいの大変な賑わいでした。

　約2000名の方にご来場いただき大変有難うござい

ました。

　地域の皆様にご協力いただき普段出来ない貴重な体

験をすることができ、とても楽しく過ごせました。参加させ

て頂きありがとうございました。
医事課　鳥海　彩花

まつり健康



七夕会
 当院回復期病棟では、レクレーション

企画として季節の行事ごとにイベント

を行っています。今回は7月7日に「七

夕会」と題して宮代ハーモニカクラブ

の方々をお招きし、ハーモニカ演奏会

を開催しました。患者様の反応とし

て、演奏に合わせて手拍子や歌を歌っ

たり、中には涙を流される方もいて、

大盛況のイベントとなりました。

リハビリテーション科
レクレーション企画部

新久喜総合病院野球部　キャプテン　若林　健太郎

　当院『新久喜総合病院野球部』は、K（カマチ）リーグ決勝

トーナメントにて『原宿リハビリテーション病院野球部』に6

対5で勝利、『赤羽リハビリテーション病院野球部』に4対3

で勝利し、Kリーグ初優勝を果たしました。

　Kリーグとは、関東カマチグループ８病院の野球部が開催

しているリーグ戦で、関連病院と野球を通じて親睦を深める

事を目的に開催されています。夏の甲子園に負けない熱闘

を繰り広げ、当院野球部は今年度もKリーグ連覇を目指し

て頑張っていきます。

野球部 Kリーグ優勝祝!



医療法人社団 埼玉巨樹の会

お車の場合
県道3号、久喜市上早見の交差点を菖浦方面に曲がり約250m（久喜ICより約3分）
電車の場合
JR宇都宮線・東武伊勢崎線 久喜駅下車、徒歩約30分
バスの場合
［朝日バス］久喜駅西口から約10分

久西02　久喜駅西口～新久喜総合病院（玄関）～菖浦仲橋
久西01　久喜駅西口～新久喜総合病院前～菖浦仲橋

［久喜市市内循環バス］
除堀・所久喜循環
六万部・北中曽根循環

〒346-8530 埼玉県久喜市上早見418-1

TEL 0480-26-0033 FAX 0480-44-8026

http://shinkuki-hp.jp

新久喜総合病院

新久喜総合病院 広報誌

先日開催されました新久喜総合病院　健康まつりでは大変多くの市民の
皆様に足を運んでいただき、職員一同厚く御礼申し上げます。
地域の皆様に支えていただき、当院は法人を移行して3年目を迎えること
ができました。
地域においてかけがえのない病院となるよう、職員一同邁進して参ります。
まだまだ天候不順な日々が続きますが、皆様どうぞご自愛下さい。　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 健康管理センター　森

編集後記

スタッフ募集

　新久喜総合病院は、元はJA埼玉県厚生連が経営する病院であり、

開設5年の急性期病院でしたが、2016年4月1日より巨樹の会に

経営移譲されグループ病院の仲間入りをし、「新久喜総合病院」とし

て24時間365日「断らない病院」として生まれ変わりました。

　とても働きやすい病院です。

2016年4月1日
内科／呼吸器内科／循環器内科／消化器内科／代謝・糖尿病内科／腎臓内科／神経内科／外科／肛門外科／消化器外科／心臓血管外科／呼吸器外科
整形外科／脳神経外科／乳腺外科／形成外科／皮膚科／泌尿器科／婦人科／眼科／耳鼻咽喉科／リハビリテーション科／放射線科／麻酔科／救急科／病理診断科
300床　急性期病棟：182床　ICU：8床　HCU：12床　回復期リハビリテーション病棟：98床
急性期病棟：7対1　ICU：2対1　HCU：4対1　回復期リハビリテーション病棟：13対1
月約600件
月約200件～250件

開 設
診 療 科 目

病 床 数
看 護 基 準
救急搬入患者数
手 術 件 数

：
：

：
：
：
：

病院概要

■所在地　埼玉県久喜市上早見418-1　　■お問い合わせ先　TEL 0480-26-0033

看護師・准看護師・看護助手・薬剤師・検査技師・放射線技師・臨床工学技士・社会福祉士・作業療法士
言語聴覚士 

募集職種
※詳細はホームページをご確認下さい。http://shinkuki-hp.jp
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　当センターでは、地域の皆様ならびに企業等の皆様に健康で充実した毎日

を送っていただけるように、生活習慣病をはじめ様々な病気の早期発見、早

期治療のための健康診断をおこなっています。充実した設備と医療体制で皆

様のお役に立てればと考えております。

　ご自身とご家族のためにも、ぜひ人間ドックを受診して現在の健康状態を

確認してみませんか？

ＴＥＬ ０４８０-４４-８４１３健康管理センター

ご予約・お問い合わせ先
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