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院内報きんもくせいは、中東遠総合医療センター、掛川・袋井両市役所及び一部の市内公共施設にて

無料で配布しております。詳しくは下記連絡先へお問い合わせください。

第第第第3333回回回回 医医医医療療療療市市市市民民民民講講講講座座座座をををを開開開開催催催催ししししまままますすすす
日日日日 時時時時 11月16日（土） 10:00～12:00

場場場場 所所所所 中東遠総合医療センター 3階 大会議室

講講講講 師師師師 小児科 診療部長 水野義仁 ／ 循環器内科 部長 森川修司

参参参参加加加加費費費費 無料 申申申申込込込込みみみみ 不要です。当日、直接会場にお越しください。

最新の情報につきましては、後日お知らせいたします。広報誌、ちらし、ホームページ等でご確認ください。

8月は6,733kWhの電力量を発電しました。

これは、約230本の蛍光灯（40W）を常時点灯することができる発電量です。



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

当院では「PET-CT検査」を行うことができます

体を構成している細胞は、生きていくためのエネルギー源として「ブドウ糖」を必要とします。がん等の悪性腫瘍

は正常な細胞よりも増殖が盛んに行われるため、通常の3～8倍のブドウ糖を消費します。PET検査は、この性質を

利用します。ブドウ糖に似た検査薬を注射することで、その集まり具合を検出し、がんの有無を診断することができま

す。

PET検査は頭から足まで撮影できるため、がん検診やがん転移の有無を診断する上で、非常に高い有用性があり

ます。また、5mm程度の小さながんを発見することもできるため、早期発見に優れているほか、病巣が悪性か良性

かの診断、治療が有効かどうかの判定や治療後の再発・転移がないかどうかを調べることができます。

発見しやすいがん

肺がん、大腸がん、食道がん、膵臓がん、甲状腺がん、乳がん、子宮がん、

すい

卵巣がん、悪性リンパ腫、悪性黒色腫、など

発見しにくいがん 早期胃がん、前立腺がん、腎臓がん、など

病巣部の活動性を診断することができる「PET」と、細かな形態と位

置がわかる「CT」がひとつになったシステム、それがPET-CTです。従来、

別々に行っていたPET検査とCT検査を一度にできるので、検査の時間

差による画像のズレを防ぐことができます。より精度の高い鮮明な画像

が撮影できるようになったことで、診断の精度が向上し、より正確な治療

も可能となりました。

PETがん検診のご案内

実施日 水曜日

検診費用 117,600円（税込）

TEL 0537-28-8028（予約・お問合せ専用）

FAX 0537-28-9128

受付時間 月～金 9:00～16:30

PET-CT検査と肝臓がん、膵臓がん、胆のうがん、

肺がん、前立腺がん、卵巣がん等の腫瘍マーカー

（血液）検査をいたします（ただし、妊娠中の方等は

検査を受けることができません）。

詳しくは、中東遠総合医療センター、人間ドック・

健診センター（右記電話番号）へお問い合わせくだ

さい。

募集職種 薬剤師 視能訓練士

採用予定人数 2人程度 2人程度

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）

昭和48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）

試験日 平成25年11月16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、面接試験

採用日 平成26年4月1日

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。

申込期間及び申込方法

11月14日（木）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（14日必着）で提出

申込・問合せ先 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



新病院開院後、2回目となる今回の医療市民講座は、旧掛川市立総合病院に勤務していた医師を袋井市民の

皆様にご紹介するという目的も含め、袋井市総合センターで開催しました。講座には200名を超える方が来場さ

れ、中東遠総合医療センターや最先端の医療等に対する市民の皆様の関心の高さを改めて感じました。

今回ご来場できなかった方々のために、簡潔ですが、二人の医師による講演の内容を下記に掲載します。

緑内障について

りょくないしょう

眼科部長 土屋 陽子 医師

人の目は、眼球の中に「房水」という水が溜まっていることで、丸い形を保っています。そ

の房水が外側に広がろうとする圧力を「眼圧」と言い、この眼圧により視神経が圧迫され、

視機能に障害が起きる病気のことを「緑内障」と言います。

多治見市で行われた大規模な緑内障の調査では、40歳以上の有病率は5%（20人に1人）、

70歳以上は10%（10人に1人）ということがわかりました。しかし、実際に緑内障にかかってい

る人のうち、緑内障と診断され、適切な治療を受けている人は、1割から2割程度と言われ

ています。

緑内障の主な症状は、視野の一部が見えなくなる「視野欠損」、視野が狭くなる

し や け っ そ ん

「視野狭窄」等が挙げられます。しかし、これらの症状は長い時間をかけて少しずつ進行していくために気がつきにくく、

し や き ょ う さ く

痛み等のわかりやすい症状もありません。視野欠損等の自覚症状が出る前に、緑内障を発見することが重要です。眼

科や人間ドックを受診することで、緑内障の疑いを見つけることができます。

緑内障の治療は、眼圧を下げるための点眼が主になります。点眼の効果が得られない場合は手術やレーザーによる

治療等も行われますが、これらの治療方法は、あくまで眼圧を下げて視神経の圧迫を弱めるためのものであり、緑内障

を直接的に治療するというものではありません。また、緑内障の治療は、症状の進行を遅らせることが目的です。このこと

を理解し、医師と患者様の間でコミュニケーションをとりながら点眼等の治療を根気よく継続していくことが、緑内障の治

療に最も効果的であると言えるでしょう。

当院でできる内視鏡外科手術 消化器外科診療部長 河合 徹 医師

当院の外科は「迅速かつ正確な診断に基づいた適切な、より低侵襲な治療」をモットーに

ていしんしゅう

掲げています。内視鏡外科手術はこのモットーにふさわしい手術であると考え、当院では積

極的に行っています。

内視鏡外科手術では、おなかや胸を大きく切らずに、小さな2～3cmくらいの穴を開けます。

その穴からビデオカメラや特殊な手術器具等を挿入し、モニターを見ながら手術を行います。

この手術の利点は、①傷が小さい、②痛みが少ない、③術後の回復が早い、④退院が早

い、⑤術後のおなかの中の癒着が起こりにくい、等が挙げられます。これらが、体へ負担が小

ゆちゃ く

さく、低侵襲と言われる所以です。

一方で、欠点もあります。開腹の手術よりも手術時間が長くなります。また、制限されたおなかの中で手術を行うため、

技術の習得に時間がかかります。また、道具のコストもかかります。しかし、このような欠点はあっても、患者様の利点が

非常に大きいため、当院では内視鏡外科手術を積極的に行っているのです。

開院からの3ヵ月間において、当院の全身麻酔手術230件の内、121件（約53%）が内視鏡外科手術です。当科では5

割キープを目指しています。

おなかの中の映像はハイビジョンカメラで撮影し、大きなテレビモニターで拡大して見るので、実際に開腹して目で見る

より非常に細かく見ることができます。時間はかかりますが、より細かい手術、丁寧な手術ができると考えます。手術と聞く

と患者様は不安に思うかもしれませんが、こういった最新の技術を導入することで、患者様の体にかかる負担の小さい

手術を心がけています。



１０月 中東遠総合医療センター

エリア 診療科 診察室 月 火 水 木 金 お知らせ

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
丸山 (予)

(股関節外来)
船村

(小児股関節外来)

3 ＡＭ 伊藤孝 (再） 佐藤 永井
打田

（脳外医師出向）
伊藤孝

4 ＡＭ 小松
市橋(予)

（脳外医師出向）
小松 リウマチ外来 ●スポーツ外来は月曜15時～(小松)(予)

●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)
●水曜日 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 城向

2 ＡＭ 森川 紅林 一居 森川 紅林

3 ＡＭ 吉田 川瀬 吉田 一居 磯部

4 ＡＭ 打田 梅津 (初) 小出和 内田賢(初) 小出和

5 ＡＭ 内田賢 市橋 市橋 打田 (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

1 ＡＭ 佐藤隆 (初)

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 山田隆之 山田隆之 山田隆之

1 春日井 高柳 渡邉晶 春日井 高柳

2 小野 坂井 小野 交代制 坂井

3 鮫島 ●木曜日　鮫島は第１・３週

4 術前
診察 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 蟹本 (初/再) 河合篤 (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

4 青島／星野友 安間 安間 安間 安間

5 ＡＭ 犬塚 犬塚 糟谷 犬塚 犬塚

1 ＡＭ 久保田 矢田 久保田 久保田 矢田

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･５週
都築 (腎臓)

第４週(不定期)

中西／石川
(内分泌)／(循環器)

第１週／第１週

3 ＡＭ 内田博 内田博 内田博 内田博 内田博

5 ＰＭ
予防接種
第２･４週

乳児健診　4ヶ月 乳児健診　10カ月
予防接種

第１週を除く
乳児健診　1ヶ月

1 土屋 (特殊) 土屋 土屋 土屋 (特殊) 土屋

2 鳥居 鳥居 鳥居(特殊) 鳥居 鳥居 (初)

3 伊藤浩 伊藤浩(特殊) 伊藤浩 伊藤浩 伊藤浩 (初)

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

 腫瘍放射線科 8 AM/PM 一戸 (初) 一戸 (再) 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

 腎臓内科

●夫　火、木曜日は午前のみ
●井上　火、木曜日は午前のみ
●齊藤　火、木曜日は午前のみ

 産婦人科

 小児科

 皮膚科

2

●月曜日　青島は第１・３・５週
　　　　　星野は第２・４週
●安間　木曜日は午後診療あり
●犬塚　火曜日は午後診療あり

●予防接種の予約は
　水・木・金曜日　14時～16時
　予約専用電話：0537-28-8115

各科外来担当医一覧表
2013年10月1日情報

 循環器内科

 脳神経外科

2

●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

●木曜日　磯部は第１・３・５週
　　　　　田中は第２・４週
●ペースメーカー外来 火曜日 午後

 耳鼻
 いんこう科

 消化器内科

休診

 歯科
 口腔外科

 麻酔科

●土屋　月、水、木曜日は午前のみ
●伊藤　火曜日は午前のみ
●鳥居　月、火、水曜日は午前のみ
●特殊は医師指定患者のみ

Ａ

Ｅ

Ｆ

 外科

Ｄ

Ｂ

 糖尿病･
 内分泌内科

 整形外科

 神経内科

 泌尿器科

Ｃ

 総合内科

 血液浄化
 センター

沼野

 眼科

Ｇ

Ｈ

●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～


