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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 平成25年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①①①① 小児科 診療部長 水野 義仁 医師

「最近の子どもの予防接種 ～おじいちゃん、おばあちゃんたちにも知っていただきたいこと～」

講講講講師師師師②②②② 循環器内科 部長 森川 修司 医師

「あなたにしのびよる全身の血管病 ～予防の為の食事療法から治療の最前線まで～」

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 問問問問合合合合せせせせ 経営戦略室

キンモクセイは、掛川市と袋井市の「市の木」に指定されています。

両市病院の統合が成功するようにとの願いを込めて、院内報にその名を付けました。



リハビリテーション室では、毎月近隣の小中学生の野球選手を対象に「野球障

害予防教室」を開催しております。この教室は長年高校野球のメディカルサポー

トに関わってきたスタッフが、高校入学時、すでに肩や肘、腰等に障害を持って

いる選手が非常に多いことから、障害を予防するには高校に入ってからでは遅く、

小中学生の時期から障害予防に対する関心を持ち予防する方法を身につける

必要があると考えて開催に至りました。

教室の内容は、身体のしくみ等障害予防に関する講義、専用機器を用いた体

力測定、柔軟性のテスト、障害予防の為のストレッチ等の指導、全国で活躍する

理学療法士、トレーナー、管理栄養士を招いての講義を行っております。

6月から開催し、参加登録選手は100名を超えております。この教室が、少しで

も選手の障害を予防するきっかけになれば嬉しいです。

医療市民講座の

内容を職員間で共

有するため、「医療

市民講座 医療者

向け講演会」を院

内で開催しました。

この講演会は、そ

れぞれの医師の特

徴を職員が改めて

知ることで、業務への理解を深め、医師とのコミュニケーション

を円滑に進めることを目的としています。

第1回の講師は、医療市民講座でも記念すべき第1回を担

当した皮膚科・犬塚医師です。市民の皆様からご好評いただ

いた講演「皮膚がんについて」を、医療者向けにリニューアル

して、88名の職員を前に講演しました。

犬塚医師は、症例写真や最新機器の紹介を交えながら、

「皮膚の病気は基本的に目で見て診断します。

診断精度を上げるために、症例写真を撮影し最

新のコンピューターに保存することで、分析等に利

用しています」と話しました。

糖尿病患者会オリーブの会 ウォーキングのご案内

どなたでもご参加いただけます。食事は栄養士、ウォーキングは理学療法士から、楽しくみんなで学びましょう。

日時 平成25年11月9日（土） 11:30～受付

場所 中東遠総合医療センター 2階 レストラン前集合

内容

12:00～ 病院内レストランで昼食

13:00～ 病院周囲をウォーキング

参加費 800円（昼食代）

申込み・問合せ 地域連携室 TEL 0537-28-8025

インフルエンザに
ご注意ください！

インフルエンザの集団発生による学級閉鎖が静岡

県東部の小学校で、9月の時点ですでに報告されて

います。インフルエンザワクチンの予防接種は10月か

ら順次始まっていますが、感染対策として以下の点を

心がけ、インフルエンザにかからない

生活を送りましょう。

野球障害予防教室を毎月開催しております！

医療市民講座
医療者向け講演会を開催しました

一、感染を広げないために

マスクをしましょう

二、外出後の手洗いを

徹底しましょう

三、適度な湿度（50～60％）を

保ちましょう

四、十分な休養とバランスのとれた

栄養摂取を心がけましょう

五、流行時には人混みや繁華街への

外出を控えましょう



診

No.1 循環器内科 文責 循環器内科部長 森川修司 医師

■基本方針■

(ア) 世界基準の最新医療を提供します。

(イ) 急性疾患に対し24時間体制で、時機を逸することなく迅速かつ安全に対応します。

(ウ) 急性期から慢性期まで、連続的で、きめの細かい医療を提供します。

(エ) 看護師や放射線技師、臨床工学士等コメデイカルとの良好なチームワークのもと

に全人的で満足度の高い医療を提供します。

(オ) 患者さんが最もHappyになることを常に念頭におき、診療・治療を行います。

■診療の対象となる疾患・症状■

心臓の血管が閉塞し生命に関わる急性心筋梗塞や、命に関わる不整脈、大動脈が裂ける急性大動脈解離、血栓が肺動脈につまる

こ う そ く

肺塞栓、急性心不全等の急性疾患は救命あるいは退院後の生活の質を確保するために早期の治療が必要であり、治療開始まで一分

一秒を争う為、24時間体制で最新の急性期医療を提供しています。また歩行時の下肢の痛み、しびれ、下肢潰瘍を引き起こす下肢の

か し か い よ う

閉塞性動脈硬化症、脳梗塞の原因となる頸動脈狭窄症等の全身の動脈硬化性疾患の診断・治療を行うと同時に原因となる生活習慣

けい
き ょ う さ く

病の予防・治療の他、実際には遥かに多い慢性疾患（狭心症、弁膜症、心筋症、不整脈、肺高血圧症等）も診療しています。

■当科のすぐれた点■

①虚血性心疾患に対するカテーテル治療 ②末梢血管疾患（下肢、頚動脈、腎動脈等）に対するカテーテル治療

③不整脈に対するカテーテルアブレーションやペースメーカー治療

当院では上記それぞれの専門医・指導医がいるため高度かつ安全な医療が提供できます。特に①, ②に関しては治療数がかなり

多く、経験も豊富です。また院内の心臓CTの解像度が高く、診断の際には非常に役立ちます。

動脈硬化は心臓だけでなく、全身の血管に生じます。特に足は第2の心臓とも言われ、下肢の閉塞性動脈硬化症の予後は大腸癌

がん

より悪いことが知られています。糖尿病や人工透析患者さんの増加に伴い末梢血管疾患（下肢の壊疽や潰瘍の原因にもなります）も

え そ

増加しているため、動脈硬化性疾患の診断、治療を積極的に行っています。また末梢血管の精密検査を実施する機器を完備し、迅

速かつ正確に診断できます。必要に応じて侵襲の少ない末梢血管のカテーテル治療を施行し、下肢動脈のカテーテル治療（壊疽や

しんしゅう

潰瘍は薬のみではほぼ改善しません）の他に腎動脈、頸動脈等のカテーテル治療なども行っています。

地域住民の皆さんが健康で幸せに暮らせるように、予防から最新治療まで、世界基準の医療を提供します。少しでも気になること、

お困りのことがありましたら、24時間、365日いつでも診療致します。

No.2 救急科 文責 救急科部長 田村有人 医師

新病院が扱う中東遠医療圏の人口は約47万人おり、昼夜問わず患者さ

んが発生しています。「救急科」は日々発生する救急患者さんを全て断らず

受け入れ、各科の先生方と協力しながら診療にあたっています。

「救急科」は救急科専門医を中心とした救急専従医5人からなりますが、

今後さらに増員される予定です。救急科が扱う部署として、搬送されてきた

救急患者さんの診療を行う「救急センター」、救急センターでの診療後の集

中管理を行う「救急病棟（ECU）」、心血管や脳疾患、重症術後管理、院内

急変症例など超重症患者さんへの集中治療を行う「ICU/CCUセンター」の

三つがあります。それぞれは互いに協力体制を敷いています。「救急センター」

は救急専従医が中心となり、次々と搬送されてくる救急患者さんの診察、治療を行っています。院内各科の先生方、

各部署の全面的な協力を得ているため、搬送されてくる患者さんのほとんどの診療を院内で自己完結できるようになっ

ています。「救急病棟」・「ICU/CCUセンター」は、命の危険にさらされている重症患者さんの集中治療を行うために、

高度な医療機器を駆使し、救急専従医が常駐し患者管理を行うことで、昼夜問わずいつでも高度で安全な集中治療

を行うことができるようなシステムになっています。また、スタッフ全員が救急集中治療の中で重要な「呼吸管理」「栄

養管理」「感染管理」「院内急変対応」の4つのチームに分かれ、お互いに協力しながら活動を行っています。

「救急科」として、地域から発生する救急患者さんを断らず全て受け入れ、院内すべてのスタッフの協力を得ながら

しっかりとした診療を行うことで、安心・安全な救急集中治療システムを行っていこうと思っております。

地域の皆さんには引き続き、「救急科」の活動につきましてご理解、ご協力を頂ければ幸いです。よろしくお願い申し

上げます。

療 科 の 紹 介



１１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
鳥飼／打田

（脳外医師出向）
伊藤孝

●木曜日　鳥飼は第１・３・５週
　　　　　打田は第２・４週

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)

 人工透析外科 10 ＡＭ 赤堀 沼野 藤田 赤堀 沼野

 血液内科 11 ＡＭ 田中正 名倉 後藤 田中正

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
加納／新村

隔週

 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30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～


