
ドクターヘリと院内保育園
� 「ことり保育園」の園児たち

＜状況＞
　5月1日は179人の患者様が受診されました。その後増加し、中旬以降は
1,000人／日を超える日もありました。不慣れな点もあり長時間お待ちいただ
き、大変ご迷惑をおかけしております。
＜改善に向けて＞
　特に長時間お待ちいただいている「採血・採尿」「会計」につきましては、
対応職員の増員や機器の増設を行い、待ち時間短縮に努めているところです。
今後も順次改善を図ってまいります。

＜状況＞
　5月1日には両病院から移送された96名の患者様を含め115名でしたが、
徐々に増加し最大で365名（病床利用率　73%）の入院患者となりました。

平成25年５月の診療実績

　開院から早くも２ヶ月が経ちました。開院当初の慌ただしさは少しずつ落ち着いてきましたが、まだまだ至らない点
も多く、市民の皆様には大変ご迷惑をおかけしております。
　掛川・袋井両市民の皆様に中東遠総合医療センターを身近に感じていただくため、また、皆様の健康意識の向上に寄
与するため、当院は医療市民講座を企画しました。今回の開催場所は院内の大会議室となっておりますので、開院した
ばかりの施設を見学するという意味でも、是非ご参加ください。

あいさつ

日　時：平成25年７月20日（土）　午前10時～正午	 場　所：中東遠総合医療センター　３階　大会議室
内　容：「皮膚がんについて」皮膚科診療部長　犬塚　学　医師
　　　　「中東遠総合医療センターにおける消化器がん外科治療の現状」外科診療部長　京兼隆典　医師
参加費：無料	 申込み：不要です。直接会場にお越しください。
問合せ：中東遠総合医療センター　経営戦略室経営企画係　TEL　0537-28-8920

第１回　医療市民講座開催について

●入院患者数の推移（延べ患者数　8,550人、一日あたり患者数　276人）

●救急センターの受診者数（平日時間内含む） ●救急センターの受診者数（午後５時以降）
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●外来患者数の推移（延べ患者数　18,995人、一日あたり患者数　905人）
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　当院の主な診療科を紹介します。一流のスタッフと医療機器で良質かつ
安心・安全な医療サービスを提供し、市民の皆様から信頼され親しまれる病院を目指します。

糖尿病・内分泌内科
［所属医師］
●（統括）診療部長
� 　日吉　泰雄
●診療部長　山田　隆之

　当科では、蔓延する糖尿病に
対応する地域のセンターとして
の役割を果たしていく所存です。
［診療内容］1.良好な血糖コン
トロールの維持、2.院内血糖管
理、3.高血糖緊急症の治療、4.健
診異常者への対応、5.地域の糖
尿病診療レベルの向上

呼吸器内科
［所属医師］
●部長（科長）
　　　　牧野　靖
●医長　田中　太郎

　呼吸器内科では肺癌、気管
支 喘 息、 慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患
（COPD）、間質性肺炎および
呼吸器感染症など、幅広い疾患
の患者様の診療にあたります。

血液内科
［所属医師］
●院長　名倉　英一
●嘱託医（科長）
　　　　田中　正士

　血液内科の診療は、鉄欠乏性
貧血、巨赤芽球性貧血、再生不
良性貧血、溶血性貧血などの各
種貧血に加え、急性・慢性白血
病、悪性リンパ腫、多発性骨髄
腫及び骨髄造血不全と前白血病
状態両者の側面を併せ持つ骨髄
異形成症候群など、広範囲にわ
たる疾患を対象とします。
　これらの疾患について、薬物
療法や放射線療法などを行いま
す。

総合内科
［所属医師］
●副医務局長
� 　赤堀　利行　
●医員　佐藤　隆弘

　不明熱や不定愁訴など紹介す
べき診療科が特定できない紹介
患者を中心に外来診療を行いま
す。必要に応じて専門科に紹介
したり、入院が必要な患者の入
院治療を担当いたします。

神経内科
［所属医師］
●副院長　若井　正一
●部長　原　敬史

　日本神経学会認定准教育施設
であり、東部遠州地域における
唯一の神経内科専門施設です。
常勤の専門医により、根拠に基
づく医療（EBM）を行ってい
ます。

腎臓内科
［所属医師］
●診療部長　藤田　豊
●部長　鈴木　大成
●医長　酒井　尊之
●嘱託医　山本順之祐

　当科では専門の知識と技術を
持つ医師が腎疾患の診断と治
療、および急性腎不全や保存期
から末期までの慢性腎不全管理
に当たっています。 基本的方
針は、検査ならびに治療に関し
て患者のメリットを最優先する
ことと医師個人の判断ではなく
科学的根拠に基づいたチーム医
療を心がけていることです。

消化器内科
［所属医師］
●診療部長　高柳　正弘
●部長　春日井俊史
●部長　小野　幸矢
●部長　渡邉　晶子
●医長　坂井　圭介

　消化器内科には、消化器病学
会指導医･消化器内視鏡学会専
門医･肝臓学会専門医が在籍し、
食道・胃・十二指腸などの上部
消化管疾患や、大腸・直腸など
の下部消化管疾患、肝臓疾患や
胆道・膵臓疾患まで、消化器疾
患全般を広範に診療します。

循環器内科
［所属医師］
●部長（科長）
� 　森川　修司　　
●部長　紅林　伸丈
●医長　吉田　亮人
●医長　一居　武夫
●医長　城向裕美子
●医員　田中総一郎
●医員　磯部　龍夫

　循環器領域の救急疾患は心筋梗塞をは
じめとし、救命のために早期の治療が重
要であり１分１秒を争います。当科では
365日、24時間体制で科学的根拠に基
づいて最新の急性期医療を提供していま
す。また、生活習慣病が元になった慢性
疾患の患者様に対しては、心臓の血管、
末梢血管（下肢、頚動脈、腎動脈等）に
対するカテーテル治療、ペースメーカー
やカテーテルによる不整脈や心不全治療
等きめ細かい継続的な医療を提供しま
す。地域住民の皆様が健康に暮らせるよ
う、循環器医師７人全員で予防・治療を
含め地域医療に貢献していきたいと思っ
ています。

放射線診断科　　医員　　大石　　愛　　平成22年卒業
産		婦		人		科　　医員　　神藤　里枝　　平成22年卒業
小　 児 　科　　医員　　吉川　裕章　　平成23年卒業

新規採用医師

皆様のお力になれるよう、精一杯頑張ります！
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わたしたち医療スタッフがみなさま

の  生命  と  健康  をお守りします。
いのち

外　科
［所属医師］
●院長補佐　久世　真悟
●診療部長　京兼　隆典
●診療部長　河合　徹
●部長　渡邉　克隆
●部長　小出　史彦
●医長　豊田　良鎬
●医長　落合　洋介
●医員　レミン トゥイン

　当科では迅速かつ正確な診断
に基づいた適切、かつ、より低
侵襲な治療を目指し、大腸・
胃・胆嚢、虫垂炎などの腹腔鏡
下手術、下肢静脈瘤レーザー焼
灼術などを積極的に行っており
ます。また、内分泌・化学療法
も含めた乳がんの診断・治療に
も力を注いでおります。

整形外科
［所属医師］
●医務局長　浦崎　哲哉
●診療部長　丸山　正吾
●部長　小松　知也
●部長　吉村　伸二
●部長　伊藤　孝紀
●医長　佐藤　彰二
●医長　神原　俊輔
●医長　永井　博章
●医員　船村　啓

　当センターでは救急センター
やICUを有しており、近年ます
ます増加している高齢者の運動
器の外傷（骨折）や交通事故な
どの高エネルギー外傷も脳神経
外科、外科等と連携しながら診
療します。

小児科
［所属医師］
●（統括）診療部長
　　　　水野　義仁
●診療部長
　　　　久保田登志子
●診療部長　古橋　協
●診療部長　矢田宗一郎
●医員　金城　健一
●医員　吉川　裕章

　小児科は小児の総合的な診療
を担当する科です。生まれてか
ら大人になるまでの間、体の病
気にも、こころの問題にも対応
していきます。順調に発育して
いるかを確認する乳児健診や病
気にならないために行う予防接
種も担当します。

脳神経外科
［所属医師］
●副院長　市橋　鋭一
●診療部長　小出　和雄
●部長　梅津　正成
●部長　打田　淳
●部長　内田　賢一
●部長　鳥飼　武司

　当院は、脳と神経疾患、及び
脳卒中に関わる専門医が、多人
数常勤する県内では数少ない病
院であり、特に、脳卒中疾患に
関しては、24時間体制で、診
察治療ができます。

産婦人科
［所属医師］
●（統括）診療部長
 幸村　康弘　　
●診療部長　村上　裕介
●部長　金森　隆志
●医員　神藤　里枝

　現在３名の日本産婦人科学会
専門医及び１名の後期研修医で
診療を行っております。
　治療方針に関しては科内で十
分なカンファレンスを行い、
患者個々のライフスタイル、
希望を考慮しつつ根拠に基づ
い た 医 療（Evidense based 
medicine）を提供することを
目指しております。

人工透析外科
［所属医師］
●診療部長　沼野　正浩

　 当 科 は、 ① 血 液 浄 化 セ ン
ターにおける維持透析管理、
②維持透析患者様のvascular 
accessトラブルにおける外科
的対応を業務の中心としていま
す。
　透析患者様が当院で検査・手
術等入院の必要が生じた際に
は、入院中の維持透析の対応を
行います。

泌尿器科
［所属医師］
●副院長　蟹本　雄右
●部長　中根　慶太
●医長　河合　篤史

　泌尿器科は腎尿路・前立腺・
副腎などの後腹膜臓器や男性生
殖器の疾患に対する治療を行う
分野であり、高齢化社会を迎え
る中で外科系の一領域として重
要な診療領域です。排尿に関し
てお悩みがあれば、お気軽に当
科を受診してください。

皮膚科
［所属医師］
●診療部長　犬塚　学

　皮膚症状を生じるすべての病
気を扱います。皮膚に目で見て
わかる症状があれば、まず皮膚
科を受診してください。
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歯科口腔外科
［所属医師］
●部長（科長）　夫　才成
●部長　齊藤　昌樹
●医長　井上　崇徳

　歯科口腔外科とは歯や顎およ
び口腔領域の疾患を対象に、主
に手術による治療を行う診療科
です。目と鼻より下の顔面に発
生した病気、問題は全て対象と
なり、当科は中東遠地域におけ
る歯科口腔疾患の中核施設とし
て機能しています。

救急科
［所属医師］
●部長（科長）　
　　　　田村　有人
●部長　星野あつみ
●医長　山本　尚範
●医員　明石　麻里

　救急専門医を中心とした専門
スタッフが的確にトリアージ
（緊急度と重症度の判定）を行
い、直ちに有効な診断、治療を
行います。地域住民の安全・安
心を守るため、24時間365日
体制で対応します。

病理診断科
［所属医師］
●診療部長　新村祐一郎

　病理診断では、病変から採取
した組織や細胞の標本を作り、
顕微鏡を使って癌などの悪性細
胞の有無や広がり、炎症の種類
や性状などを確認します。診断
結果は各科専門の医師に報告し
て治療に役立てられます。ま
た、病理解剖では、生前の治療
の評価や死因などを究明するこ
とにより医療水準の向上に貢献
しています。

耳鼻いんこう科
［所属医師］
●診療部長　臼井　広明
●部長　泉　智沙子

　地域に根ざした医療の徹底と、
さらなる質の向上を目指しま
す。外来診療・検査では、市内
の耳鼻科を含めた先生がたに術
後の経過観察をお願いするなど、
病診連携を推進していきます。

腫瘍放射線科
［所属医師］
●院長補佐　一戸　建志

　今回導入した治療装置では、
最新の技術を多く取り入れてお
り、より体にやさしい放射線治
療が可能となっています。多く
の場合通院での放射線治療も可
能です。

眼　科
［所属医師］
●部長（科長）
　　　　土屋　陽子
●部長　伊藤　浩一
●医長　鳥居　薫子

　眼科では、結膜炎から糖尿病
網膜症などの眼底疾患まで幅広
く診察を行っており、必要であ
れば手術や光凝固などの治療を
行います。視能訓練士ととも
に、小児科や斜視の診療にも力
を入れています。質の高い医療
を提供し、地域医療に貢献する
ことを目指しています。

放射線診断科
［所属医師］
●副医務局長
　　　　大川　賀久
●部長　石原　雅子
●医員　大石　愛

　最新のPET/CT、CT、MRな
どの画像検査を安全、確実に施
行し、正確な診断をします。
　血管造影装置を使用して肝腫
瘍や出血などに対する低侵襲な
カテーテル治療を施行します。

麻酔科
［所属医師］
●副院長　山本　洋子
●診療部長　内山　智浩
●部長　三村真一郎

　麻酔科は名前のとおり、主た
る業務は手術の麻酔です。麻酔
のない手術はありませんし、麻
酔学の進歩があればこそ高齢者
や合併症の多い患者も難しい手
術の恩恵に与れるようになりま
した。調節性の高い麻酔薬、神
経毒性の少ない麻酔薬を導入
し、術後の鎮痛まで考えた麻酔
に取り組んでいます。

わたしたち医療スタッフがみなさま

の  生命  と  健康  をお守りします。
いのち
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よくある質問
Ｑ１．紹介状は必要ですか？
　Ａ�．紹介状をお持ちでなくても受診できますが、初診と見なされる場合は、特定初診
料として2,620円（税込）をご負担いただきます。

Ｑ２．初診の際に保険証を忘れてしまいました。
　Ａ�．保険証がないと自費でお支払いいただくことになります。保険証は必ずお持ちく
ださい。通院の方は月１回保険証を確認させていただいております。

Ｑ３．クレジットカードは使えますか？
　Ａ�．VISA、Master�Card、JCB、DISCOVER、Diners�Club、American�Expressをご
使用いただけます。

Ｑ４．ATMはありますか？
　A�．１階にスルガ銀行と掛川信用金庫等のATMがございます。また、２階のコンビ
ニエンスストア内にもATMが設置されておりますので、ご利用ください。

Ｑ５．時間外の診療、休日の診療を行っていますか？
　A�．平日については午前11時から翌午前８時30分まで、休日については終日、救急
診療を行っておりますが、重症患者様の診療が中心となります。症状の軽い患者様
については、医師会が所定の時間に診療を行っておりますので、そちらのご利用を
おすすめします。

Ｑ６．面会時間は？
　A�．平日は午後１時から午後８時まで、休日は午前11時から午後８時までとなります。

Ｑ７．病室でDVDは観られますか？
　A．特別室、LDR（陣痛分娩室）にはDVDプレーヤーを設置しております。

Ｑ８．駐車場はありますか？
　A．一般用無料駐車場が730台ございます。

Ｑ９．電話で入院している病室を教えてもらえますか？
　A�．個人情報保護の観点より電話でのお答えはできかねます。病室のお問い合わせ
は、平日は１階総合案内で、時間外や休日は時間外受付でおたずねください。

Ｑ10.たばこを吸える場所はありますか？
　A�．病院の敷地内は全面禁煙となっております。敷地内禁煙にご協力をお願いいたします。

授産品の販売：特定非営利法人Mネットが中心となり、各事業所の授産品（パン、おにぎり、
手芸品等）を当院２階フロアにて７月１日より販売を開始します。
（販売時間は平日午前11時から午後３時30分まで）

★募集職種、採用予定人数及び受験資格
◇薬剤師
　・採用予定人数：若干名
　・�受験資格：昭和43年４月２日以降生まれで有資格者
� （平成25年度取得見込みを含む）
◇助産師・看護師
・採用予定人数：40人程度
・受験資格
　　助産師：昭和43年４月２日以降生まれで有資格者
　　看護師：昭和48年４月２日以降生まれで有資格者
� （いずれも平成25年度取得見込みを含む）
★試 験 日　平成25年８月３日（土）
★試験会場　中東遠総合医療センター

★試験種目　作文試験、適性検査、面接試験
★申込書の請求
◇窓口　中東遠総合医療センター３階管理課で交付します。
◇郵送　�送付先の住所、氏名、希望職種を記入し、

120円切手を貼った返信用封筒（A4サイズ
が折らずに入るもの）を同封し、お申し込み
ください。

◇ホームページ　
中東遠総合医療センター（http://www.chutoen-
hp.shizuoka.jp/）からダウンロードできます。
★�申込期間及び申し込み方法　７月22日(月)までの平日
（午前８時30分～午後５時）に申込書に必要書類
を添えて持参もしくは郵送（22日必着）で提出

掛川市・袋井市病院企業団立
中東遠総合医療センター職員を募集します。

◎申し込み・問い合わせ先
　中東遠総合医療センター管理課総務係　電話 0537-28-9501　　〒436-8555　掛川市菖蒲ヶ池１番地の１
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1 ＡＭ 交代制 (初) 船村 (初) 神原 (初) 永井 (初) 佐藤彰 (初)

ＡＭ 交代制 (初) 丸山 船村 丸山 吉村

ＰＭ
船村

(小児股関節外来)

3 ＡＭ 伊藤孝 (再） 佐藤 永井 小松 伊藤孝

4 ＡＭ 小松
市橋(予)

（脳外医師出向）
リウマチ外来

●スポーツ外来は火曜日 15時～(小松)
●形成外科は第２､４金曜日 午後(高成)

5
腰椎

ＡＭ
神原 (予)

(脊椎)
内田 (予)

（脳外医師出向）
浦崎 (予)

(脊椎)
吉村 (予)

(脊椎)
浦崎 (予)

(脊椎)
●月曜日 午後は神原(初)(予)(脊椎)
●金曜日 午後は浦崎(初)(予)(脊椎)

7 ＡＭ 京兼 (初/再) 久世 (初/再） 久世 (初/再) 京兼 (初/再) 河合徹 (初/再)

8 ＡＭ 小出史 交代制 渡邉克 河合徹 渡邉克

9 ＡＭ 落合 小出史 豊田
久世

（乳腺外科）

10 ＡＭ 交代制
福本

(呼吸器外科)
レミン

1 ＡＭ 城向 田中総
磯部／田中

隔週
城向

2 ＡＭ 森川 紅林 一居 森川 紅林 ●ペースメーカー外来

3 ＡＭ 吉田 川瀬 吉田 一居 磯部 　第２、(第３)火曜日 午後

4 ＡＭ 打田 梅津 (初) 小出和 打田 (初) 小出和

5 ＡＭ 内田 市橋 市橋 内田 (初)

6 ＡＭ 鳥飼 (初) 鳥飼 山田隆壽 (初) 鳥飼 梅津

7 ＡＭ 池中 (予)(初) 認知症検査 認知症検査 認知症検査 認知症検査

9 ＡＭ
若井

(睡眠)
原 (予)(初)

若井
(睡眠)

若井 (再)
(認知症)

原 (再)

 血液内科 10 ＡＭ 田中正 名倉 後藤 田中正

 人工透析外科 11 ＡＭ 赤堀 沼野 藤田 赤堀 沼野

 総合内科 2 ＡＭ 佐藤隆 赤堀 赤堀 佐藤隆 赤堀

 呼吸器内科 3 葛 牧野 田中太 田中一 牧野

5 酒井 藤田
鈴木／酒井

隔週
藤田 鈴木大

6 山本順 山本順

7 AM/PM 日吉 日吉 日吉 日吉

8 AM/PM 山田隆之 服部 山田隆之 山田隆之

1 柳高井日春柳高井日春

2 井坂野小井坂野小

3 交代制 鮫島
4 交代制 交代制 交代制 交代制 交代制

5 山本洋 内山智 三村 山本洋 内山智

6･7 ＡＭ 夫 (初) 夫 夫 (初) 夫 夫

7･8 ＡＭ 井上 井上 井上 井上 (初) 井上

10･11 ＡＭ 齊藤 齊藤 (初) 齊藤 齊藤 齊藤 (初)

1 神藤 金森 村上 神藤 幸村

2 村上 幸村 鈴木一 金森 金山

3 杉原 (初)

1 中根 (初/再) 中根 (初/再) 河合篤 (初/再) 中根 (初/再)

2 合河)再/初(本蟹 篤 (初/再) 蟹本 (初/再) 河合篤 (初/再)

3
蟹本

(性機能障害外来)
●性機能障害外来：月曜日14時～
　紹介状なしで予約可

5 ＡＭ 犬塚 犬塚 犬塚 犬塚 犬塚 ●犬塚　火曜日は午後診療あり

6 内山泉 渡邊佑 粕谷 鈴木健 安間

1 ＡＭ 久保田 矢田 久保田 久保田 矢田 ●久保田　月曜日は午前のみ

ＡＭ 水野 古橋 水野 古橋 水野

ＰＭ
岩島 (循環器)

第１･３週
福家 (アレルギー)

第１･３週
都築 (腎臓)

第４週(不定期)
石川 (循環器)

第１週

3 ＡＭ 金城 金城 金城 金城 金城 ●健診・予防接種の予約は

4 ＰＭ 　水・木・金曜日 14時～16時

5 ＰＭ 　予約専用電話：0537-28-8115

1 ＡＭ 土屋 土屋 土屋 土屋 ●土屋　月、水曜日は午前のみ

2 ＡＭ 鳥居 鳥居 鳥居 鳥居 ●鳥居　月、火曜日は午前のみ

3 AM/PM 伊藤浩 伊藤浩 伊藤浩 伊藤浩

4 ＡＭ 交代制 臼井 臼井 (初) 臼井 臼井 (初)

5 ＡＭ 泉 (初) 泉 泉 (初) 泉

6 近藤
新村/杉山

隔週

 腫瘍放射線科 8 AM/PM 一戸 (初) 一戸 (初)

ＡＭ 腎臓内科医交代制 酒井 沼野 藤田

ＰＭ 主治医制
鈴木/酒井

隔週

CAPD外来 ＡＭ 主治医制

　　■受付時間：午前７時４５分～１１時００分
　　■診療時間：午前８時３０分～
　　　 ※緊急手術や学会等への出席のため、担当医師の変更や休診する場合があります。

　　□入院患者さんへの面会時間　　平日：午後１時～午後８時　　土、日、祝日：午前１１時～午後８時
　　※（初）：初診、（再）：再診、（予）：予約　　　　　　　　　　　　　　　※午後は予約のみ

 産婦人科

 循環器内科

 脳神経外科

2

 腎臓内科

 麻酔科

 整形外科

 神経内科

●木曜日 午後は月2回 障害者歯科診療
●夫　火曜日は午前のみ
●井上　火、木曜日は午前のみ
●齊藤　火、木曜日は午前のみ

 小児科

 皮膚科

2

Ｈ

●月曜日 午後は池中(再)
●月、水曜日 午前は睡眠検査
●月曜日 午後4人のみ　完全予約
●睡眠外来は紹介状なしで予約可

●火、木曜日 15時～ 子供外来(小～高校)
●火、木曜日 14時～ エコー
●補聴器相談は水曜日 12時30分～

 泌尿器科

 耳鼻
 いんこう科

 消化器内科

休診

 歯科
 口腔外科

Ａ

Ｅ

Ｆ

 外科

Ｃ

Ｄ

Ｂ

 糖尿病・
 内分泌内科

乳児健診　1ヶ月
予防接種

毎週

 血液浄化
 センター

沼野

予防接種
第２･４週

乳児健診　4ヶ月 乳児健診　10カ月

 眼科

Ｇ

エリア 診療科 診察室 月 火 水 木 金 お知らせ

術前診察

外 来 担 当 医 一 覧 表
中東遠総合医療センター

2013年６月14日時点７ 月
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