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中部電力株式会社浜岡原子力発電所内で、放射性物質による汚染を伴う労働災害の事故が発生し、負傷者1名が

当院へ搬送される事態を想定し、緊急被ばく医療訓練を実施しました。この訓練は、汚染拡大防止養生（除染・処置区

域）の設置から汚染を伴う負傷者の受け入れ、除染措置までの一連の流れを把握することを目的としています。

実技訓練では、汚染防護服を着用した職員が、第一報の通報連絡受信から負傷者の受け取り、汚染検査及び除染

措置、治療までを一連の流れで行いました。通常の診療とはまったく異なる環境の中でも迅速に患者様を治療できるよう、

参加した職員は試行錯誤を繰り返しながら訓練に励みました。

汚染検査の様子



華道部の活動を紹介します

第5回 医療市民講座
開催のご案内

日 時 平成26年3月15日（土）10:00～12:00

場 所 中東遠総合医療センター 3階 大会議室

講師① 「放射線治療とは？」

院長補佐兼腫瘍放射線科診療部長

一戸建志 医師

講師② 「気管支ぜん息と

COPD（慢性閉塞性肺疾患）について」

呼吸器内科部長

牧野靖 医師

参加費 無料

申込み 不要です。当日、直接会場にお越しください。

問合せ 経営戦略室 0537-21-5555

地域のイベントで救護活動に頑張っています！

－ 第41回 袋井市駅伝大会の救護に行ってきました －

1月19日（日）に第41回袋井市駅伝大会が開催されました。大会救護班

の依頼があり、中東遠総合医療センターから2名の看護師（血液浄化センター

山本佳子／内視鏡＆血管センター 鈴木規宏）が活動してきました。

今大会の救護に中東遠総合医療センターから派遣があったことを原田英之

袋井市長も喜んでくださり、当院の益々の活躍を応援してくださいました。

日頃から練習しこの日に臨んだ市民の皆さんが、一本のタスキを一生懸命

に走り繋いでいました。その中でも、とても印象に残っている方がいます。転

倒しても次の中継所まで走り抜けた一人の小学生です。私はその小学生に

『よくがんばったね。』と声をかけながら、擦り傷を消毒する処置に当たりまし

た。今大会で救護に当たった症例は、幸いそのような軽症のみでした。

皆さん無事にゴールして、いい笑顔がたくさん見られたことが嬉しく思います。ちなみに、一般男子市内の部

の優勝チームは、救急搬送で当院に来られる救命士の方も所属する『袋井消防署』でした。救命士や消防士

の活動時の制服のままボンベを背負って走って優勝したことには驚きました。

今後もこのようなイベントの救護にあたり、掛川・袋井市民のサポートをしていきたいと思います。

文責：内視鏡＆血管センター看護師 鈴木規宏

記念撮影

ニューイヤーコンサートを
開催しました

外来受診の患者様、入

院中の患者様にひととき

の癒やしを感じていただく

ために、看護部広報委員

会が中心となって「ニュー

イヤーコンサート」を開催し

ました。

コンサートは二部構成で、

前半は当院循環器内科

代務医師の川瀬治哉医師がピアノ演奏を披露しました。川

瀬医師はプライベートでも定期的にミニコンサートを行うほど

の腕前で、「上を向いて歩こう」や「川の流れのように」など

往年の名曲をピアノアレンジして演奏しました。

後半は掛川東高等学校合唱部による合唱でした。翌日に

コンクールを控えた合唱部の皆さんは、清らかで伸びのある

歌声を院内に響かせました。

患者様はみな、美しいピアノの音色や歌声に、じっと聴き入っ

ていました。コンサートには80人を超える方が来場し、大盛

況の内に幕を閉じました。

川瀬代務医師によるピアノ演奏

当院には、職員の健康増進、教養の高揚、技能の習得、相互親睦などを目的と

して、いくつかの体育・文化クラブが結成されています。今回は、華道部を紹介しま

す。

華道部は、2ヵ月に1回活動しています。2月3日の活動では、アマリリスとユキヤナ

ギを用い、春を先取りした温かみのある生け花を制作しました。部員達は先生の手

ほどきを受けながら、和気あいあいと生け花を楽しみました。

華道部で制作した作品は、正面入口風防のそばなどに飾ります。どなたでも鑑賞

できますので、来院された方は部員の力作に是非注目してみてください。

華道部作品

当院に勤務する医師が最新の医療についてわかりや

すく解説します。ご家族・ご友人お誘い合わせのうえ、

是非ご来場ください。

皆様のご来場を心よりお待ちしております



診

No.9 呼吸器内科 文責 呼吸器内科部長 牧野靖医師

■どのような疾患・症状を診療する科ですか？

症状としては、咳や痰、息切れ、呼吸困難感がある場合に受診していただく科になります。

せ き た ん

対象疾患は、気管支喘息や慢性閉塞性肺疾患（COPD）、肺癌、間質性肺炎といったものが主となります。

ぜ ん そ く へ い そ く
が ん

■当院ならではのすぐれた点はありますか？

呼吸器疾患全般について、標準的なレベルをクリアして、診療できていると自負しております。

■特に力を入れている診療・業務

現時点では、受診していただく患者様をできるだけ受け入れられるように努力しております。将来的には、気管支喘

息やCOPDに力をいれることができればと考えております。

■市民の皆様に向けて一言

2013年4月に2名の常勤医が赴任し、入院患者様を受け入れられるようになりました。患者様の数に対し、医師の

不足が否めない状況ではありますが、長期的にこの地域に根の張った診療科として頑張っていきたい

と思いますので、なにとぞよろしくお願いします。

■その他

特に、初診の患者様には長時間お待ちになっていただくことが多く、ご迷惑おかけしております。少し

でも、たくさんの患者様を適切かつ安全に診療していきたいと考えております。可能な限り、近くの医院

様などに紹介状を書いていただき、予約をした上で受診していただければありがたいです。

「リハビリテーション室のご紹介」 リハビリテーション室

■概要

リハビリテーション科には、理学療法・作業療法・

言語療法といった3つの部門があります。

理学療法では、運動療法（歩行訓練、筋力増

強訓練など）や水治療法、温熱療法などを行なっ

ています。

作業療法では、患者様の入院中や今後の生

活環境に合わせた日常生活動作訓練（トイレや

更衣、入浴など）を行なっています。

言語療法では、コミュニケーション訓練や食事

の飲み込み訓練などを行なっています。

それぞれの専門的な知識を活かしつつ、チー

ムとして連携し患者様の早期回復を図っています。

■当院ならではのすぐれた点はありますか？

集中治療室に入院されている患者様でも医師や看護師などの医療スタッフと連携し、超早期からのリハビリテーショ

ンを迅速に行なっています。

また、対象となる患者様は、脳神経外科や整形外科のみではなく、内科、外科、皮膚科、耳鼻いんこう科など全科

に渡ります。

■特に力を入れている業務などはありますか？

病院内の通常業務だけではなく、産前の妊婦を対象とした「母親教室」や小中学生の野球選手を対象とした「野

球障害予防教室」など、院外の活動にも力を入れています。

また、礼・挨拶・掃除を励行し、人間性を深めることにも力を入れています。

療 科 の 紹 介

リハビリテーション室 スタッフ

部署別コラム Vol.1



３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 (再) 船村 (再) 丸山 (再) 吉村 (再)

ＰＭ
丸山 (予)

(股関節外来)
船村 (予)

(小児股関節外来)

3 ＡＭ 伊藤孝 (再） 佐藤 (再) 永井 (再)
鳥飼／打田 (再)

（脳外医師出向）
伊藤孝 (再)

●木曜日　鳥飼は第１・３・５週
　　　　　打田は第２・４週

4 ＡＭ 小松 (再)
市橋(予)

（脳外医師出向）
小松 (再) リウマチ外来 (再)

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)

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

ＡＭ 森川 紅林 一居 森川

ＰＭ 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(紹/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) 丹羽 (初) 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 名倉 田中正 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

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

ＡＭ 交代制 (初) 夫 交代制 交代制 交代制

ＡＭ 交代制 交代制 (初) 交代制 交代制 交代制 (初)

ＡＭ 交代制 交代制 井上 (初) 井上 交代制

ＡＭ 長嶺 (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

3 ＡＭ 内田博 内田博 内田博 内田博 内田博

4 ＡＭ 西尾 西尾 西尾 西尾 西尾

5 ＰＭ 予防接種 乳児健診　4ヶ月 乳児健診　10ヶ月
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

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～

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

 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

各科外来担当医一覧表
2014年2月26日情報

 循環器内科

 脳神経外科

2

●月曜日 午後は池中(もの忘れ外来)
●月、水曜日 午前は睡眠外来
●月曜日 午後4人のみ　完全予約(池中)
●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

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

2

 腎臓内科

●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

6～11


