2018 . J a n u a r y VO L .

24

48th

白馬村岩岳スキー場
撮影：副院長 青木三重子
特集

医師が患者さんひとりひとりの治療に専念できるように
健康・ヘルシークッキング

わかさぎの南蛮漬け

お！簡単リハビリ紹介！

認知症予防体操

あ！行くんべぇ。本庄

中国料理 孔雀楼

まちのパートナー

五十嵐整形外科医院

き！になる情報

冬の感染症にご注意を！ インフルエンザ

特集

医師が患者さんひとりひとりの
治療に専念できるように
医師事務作業補助者

浅見 由貴

事務部副主任



茂木奈津美

医師事務作業補助者
外来



松井 真波

医師事務作業補助者
外来



中島 諒子

医師事務作業補助者
外来



小林 菜実

医師事務作業補助者
病棟



医師事務作業補助者とは
浅見 医師が行う事務的作業
を医師の指示のもと、代行す
るのが医師事務作業補助者
（以下、メディカルアシスタ
ント＝ＭＡ）です。主に、カ
ルテへの診察内容の記録、他
院への紹介状や各種診断書の
作成を代行しています。受付
や会計など患者さんとの接点
が多い医療事務とは違い、医
師の仕事の一部をサポートす
るのが私たちの役割です。
これまでは医師が診察中に
手書きでカルテを記載し、診
察の合間に診断書などの書類
作成をしており、事務的作業
にかなりの時間を要していま
した。こういった事務的作業
を代行することにより医師が
より一層治療に専念できるよ
う、電子カルテの導入をきっ
かけに３年前からＭＡが配置
されました。

外来・病棟それぞれの役割

――外来ではどんなことをし
ている？

茂木 採血や採尿などの診察
内容、薬の処方を電子カルテ
に入力しています。この診察
内容の記録がＭＡの業務の基
本です。そのほか、紹介状や
介護主治医意見書などの書類
作成も医師の指示のもと行っ
ています。

中島 外来では診察室にいる
ことがほとんどですが、医師
が施設などへ往診に行く際は
一緒に行き、往診の記録を取
ります。

松井 外来で診察を受けた
後、入院となる患者さんに対
しては、入院時に必要なもの、
注意点などを説明するほか、
同意書にサインをいただいて
います。当院での入院や手術
が決まると医師から患者さん
へ病状説明を行いますが、こ
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出ているかをチェックしてい
ます。また、検査内容の説明
や予防接種の予約取得など、
他部署との連携、申し送りは
欠かせません。
――病棟ではどんなことをし
ている？
小林 病棟では、入院してい
る患者さんのカルテチェック
から一日の業務がスタートし
ます。当院は第二次救急医療
機関なので深夜に救急車で運
ばれてそのまま入院となる患

者さんもいるため、朝一番の
情報収集が欠かせません。入
院中の病状説明は入院時・術
後・退院間近の３つのタイミ
ングに分かれていて、これら
に同席し、説明内容の記録を
しています。
医師が病室を巡回して診察
を行う回診時には、医師、看
護師と一緒にまわり、診察の
記録を電子カルテに入力して
います。退院日が決定した際
は、退院後初めての外来診察
の予約を取得し、退院時にお
渡しする退院証明書、退院後
の治療の計画などが記載され
ている退院療養計画書の作成
を医師の指示のもと行ってい
ます。

常に気遣いを忘れず
―― 診 察 の 場 に 同 席 す る と
き、
意識していることは？
茂木 怪我をしたり、病気に
かかったり、人それぞれ違い

ます。症状について話してい
ただくなど、デリケートな部
分もありますので、患者さん
への気配り、配慮は常に意識
しています。

松 井 たとえば、女性の患者
さんの聴 診 をするときは入口
ドアを閉めてさらにカーテンを
するなど患者さんが安 心して
診 察 を受けられるように、プ
ライバシーに配慮しています。
診察中に患者さんから話しか
けていただくこともあるので、
その場の雰囲 気や状況に応じ
た対応を心がけています。

浅見 また、医師をサポート
するのが私たちの一番の役割
です。医師が患者さんひとり
ひとりと向き合い治療に専念
できるように医療知識を学
び、 医 師 と の コ ミ ュ ニ ケ ー
ションも大切にしています。
医師と患者さん、また医師と
スタッフの間のクッションの
ような役割になっていけたら
と思っています。
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のときも必ず同席して説明内
容を記録します。
中島 これらの業務を行うに
あたり欠かせないのが、前日
のカルテチェックです。定期
的に受診されている患者さん
の場合は、診察の前に採血を
したり、レントゲンを撮影す
ることがあります。医師の指
示が抜けていると、患者さん
をお待たせする時間が増えて
しまうので、毎日の診察がス
ムーズに効率よく行えるよう
に、医師の指示がしっかりと

外来診察の様子

病棟巡回の様子

の

みんな

連携先医療・福祉機関紹介 青木病院のパートナーを紹介します。

まちのパートナー
五十嵐整形外科医院
インタビュー

五十嵐

昇

先生

Q１．五十嵐整形外科医院の特色を教えてください
地域の方々のかかりつけ医として昭和51年に開業し、平成25年に全面的にリニューアルしま
した。
当院は、一般整形外科をメインとして診療を行っています。学生の部活動中の怪我や交通事故
による外傷などはもちろん、骨折を予防するための骨粗鬆症の治療やロコモ体操（※）の指導も行っ
ています。また、山田朱織枕研究所と提携し、オーダーメイド枕をつくるための計測も行ってい
ます。ご興味のある方はぜひお気軽にご相談ください。
※ロコモティブシンドローム（運動器症候群）を予防するための筋肉や骨を鍛える運動・体操のこと。

Q２．五十嵐先生が診療において大切にされていることを教えてください
患者さまとのコミュニケーションを大事にしています。患者さまの訴えをよく聞くことでいつ
もと様子が違う部分に気づくこともあります。
「どこの診療科に行けばいいか分からない」という
患者さまの相談を受け、適切な医療機関へ紹介することもかかりつけ医としての大事な役割です。
私は大学病院で初診外来を行っていた経験があるので、整形外科以外の疾患も気軽に相談してく
ださい。患者さまの１番の相談相手でありたいと思っています。
Q３．青木病院へのメッセージをお願いします
とてもきれいな病院で職員の皆さんに活気がある印象です。いつも相談に乗っていただきあり
がとうございます。整形外科やリハビリ、他の診療科でも地域の拠点として、これからもがんばっ
ていただきたいです！

五十嵐整形外科
若泉運動公園
本庄西小

本庄警察署

本庄西中

中山

トヨタ

道

本庄
市役所

東台五

〒367-0055 埼玉県本庄市若泉１-９-８ TEL 0495-24-2313
〈診療時間〉９：00～12：00 15：00～18：30 〈休診日〉木曜、土曜午後、日曜祝日
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青木病院栄養科の

健康・ヘルシークッキング

わかさぎの南蛮漬け
調理時間／45分

2 3 0 k c a（
l １人分）

丸ごと食べられるお魚です

材料（４人分）
・わかさぎ
・こしょう
・片栗粉
・揚げ油
・玉ねぎ
・ピーマン
・酢
・醤油
🅐
・砂糖
・ごま油
・白ごま

20尾
適量
大さじ３
適量
中1/2個
中２個
大さじ３
大さじ３
大さじ２
大さじ２
大さじ１

1

🅐を鍋に入れて火にかけ、沸騰
したら、ボウルやバットに移す。

2
わかさぎのPOWER
わかさぎは、骨が柔らかく丸ごと食べられる小魚です。
カルシウムをたくさん摂取できるので、骨を丈夫にし、
イライラの解消に最適です。
魚が苦手な方や、お子さんでも食べやすい魚です。

玉ねぎをスライス、ピーマンを千
切りにし、
❶に加え味を馴染ませる。
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選ぶPOINT
・内臓がはみ出していたり、腹が緩んで裂けているものは避け
ましょう。
・表面がみずみずしく、艶があり銀色に光っているものを選び
ましょう。
・大きく成長しているものは、少し骨が硬くなっているので、
小さめなものを選びましょう。

調理POINT

ももちゃん

4

わかさぎには汚れがあるので
水がキレイになるまで洗いま
しょう。臭みが気になる人は、
さらに、塩をふり、10分程置く
と水分が抜けて臭みが取れます。
その後、水洗いしましょう。水
分は、ペーパーで拭き取ってか
ら調理をしましょう。

わかさぎにこしょうをふり、片
栗粉をまぶし、170℃位の油で火
が通るまで揚げる。
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❸を❷に30分位漬け、味が馴染
んだら、皿に盛りつけ、上から
白ごまをふり完成。

簡 単 リ ハ ビ リ 紹 介！
～こ れ なら 毎 日 で き る ぞ～

認知症予防体操
認知症は、現時点では残念ながら「こうすれば絶対にならない」という方法はありません。しかし

最近の研究から「どうすれば認知症になりにくいか」ということが少しずつ解明されてきています。

ここでは、頭と体を使う運動を紹介します。楽しく行いながら認知症を予防しましょう。

1
2
3

指折り運動

1

①両手をパーの状態からスタート。
②右手：親指より順に指を折ります。
左手：遅れて右手が人さし指を曲げると同
時に親指より順に指を折ります。
③子指まで折ったら、
小指より開いていきます。
最後に左手の親指をひらければ成功です。

右

2
3
4

5

左
5
4

3

1

2

グーパー運動

①・右腕を伸ばして手をグー
・左手は胸の前でパー の形を作り
ます。
②左 右入れ替えながら、繰り返し10
回行います。
③10回終わったら流れを止めないよう
にして、
・伸ばした手をパー
・胸 の前の手をグーに作り替えま
しょう。
④左右入れ替えながら10回行います。
１、２

３

パンッ

３の倍数運動

①イスに座り両足をリズムよく
足踏みします。
②足踏みに合わせて１から順に
声に出して数えます。
③３の倍数の数字のところで両
手をたたきましょう。
POINT

○止まらないようにスムーズに行いましょう。
○頭と体を同時に使うことが大切です。
理学療法士

田村 瑞季
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※サンメンバーズの会員になるとさらにお得にご利用いただけます。

℃以上の発熱

となりました。流行のピーク

身の倦怠感、関節痛などの症

があり、咳やのどの痛み、全

比較的急速に

は１～２月です。インフルエ

状が出現します。このような

インフルエンザの流行時期

ンザから身を守るにはどうす

症状が出現したら、感染して

いる可能性があります。

時間以内に抗イ

ンフルエンザウイルス薬の服

発症から

しょう。アルコールを含んだ

用を開始すれば、効果が期待

こまめな手洗いを心がけま

消毒液で手を消毒するのも効

にしましょう。

の指示に従って服用するよう

受診し、処方された薬は医師

できます。早めに医療機関を

①感染
 経路を経つ

ればよいでしょうか？

38

48
果的です。

②予防接種を受ける
発症する可能性を減らし、

もし発症しても重症になるの
を防ぎます。

③免疫力を高める
免疫力が弱っていると感染

しやすくなります。普段から、

十分な睡眠とバランスのよい

食事を心がけ、免疫力を高め
ましょう。
もしインフルエンザに 
かかってしまったら…

インフルエンザにかかると、
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孔雀楼

インフルエンザ
冬の感染症にご注意を！

になる情 報

おすすめのお店です。大皿で
の提供のイメージが強い中国
料理ですが、こちらでは少人
数でも気軽に足を運んでほし
いという想いから小皿での提
供も行っており、１人でも安
心して立ち寄ることができま
す。幅広い用途で利用できる
孔雀楼、是非一度足を運んで
みてください☆

埼玉県本庄市駅南２丁目２-１
TEL 0495-21-2111
営業時間／ランチタイム
11：30～14：30
（ラストオーダ14：00）
ディナータイム
17：00～21：30
（ラストオーダ21：00）

中国料理

中国料理 孔雀楼
今回は埼玉グランドホテル
本庄１階にある中国料理レス
トラン孔雀楼に行ってきました。
人気メニュー海鮮湯麺と五
目焼きそば。海鮮湯麺はとろ
みのついた塩味のスープが、
たっぷり入った海鮮と麺に絡
み、海鮮の旨味がぎっしり詰
まった深みのある味わい。焼
き目の付いた香ばしい麺が特
徴の五目焼きそばはシャキ
シャキ野菜がたっぷり！ 不
動の人気メニューです。どち
らも１０００円前後と、本格
中華をリーズナブルにいただ
けます。
予算に合わせたオリジナル
メニューを注文することもで
き、
店内には個室もあるため、
ご家族やお友達との会食にも

行くんべぇ。 本 庄

外来診療担当表
曜

診療科

日

午前

整形外科
午後

手

術

（整形外科）

月

火

水

青木 隆志

小野 秀樹

青木 隆志

坂口 勝信

今西 淳悟 河野 慎次郎

青木 隆志
坂口 勝信

○

野本 泰介

樋口 清一

内

科

禁煙外来

野本 泰介

午後 樋口 清一

土

小野 秀樹

交代／青木

第１、３、５／第２、４

釘宮 典孝

交代制

小野 秀樹

休診

―

午前

金

青木 隆志

河野 慎次郎

○

樋口 清一

木

青木 隆志

休診

2018年１月１日現在

交代制

釘宮 典孝

○

―

―

青木 三重子 野本 泰介
野本 泰介

樋口 清一

上田 翔子

高

樋口 清一
味生 洋志
橋本 佑輔

遼

第１、３、５

青木 三重子 野本 泰介
味生 洋志

休診

石橋 明博

上田 翔子

高

休診

遼

肝臓内科
専門外来

午後

休診

肝臓外来

糖尿病
甲状腺外来

午前

休診

交代制

泌尿器科

午前

9：30～
診療開始

循環器内科

午後
午後 土屋 寛子

※事情により、外来診療担当表の内容が変更されることがございます。

【企画・発行】

医療法人
柏 成 会

松本 和久

休診

青木病院

中野 明彦

石窪 太人

休診

第１、３、５

電話でのお問い合わせ先
（予約専用）0495-25-5533

N

広 報
委員会

〒367-0063 埼玉県本庄市下野堂１丁目13番27号

17

青木病院

http://www.aoki-hospital.com
13：30～16：30
14：00～17：00

本庄駅

JR高崎線

TEL.0495-24-3005 FAX.0495-24-3007

受付時間／8：30～12：00
診療時間／9：00～12：30

休診

松本 和久

462
23

上越新幹線
本庄・児玉IC

本庄早稲田駅
関越自動

車道

