
ホームページ http://www.chutoen-hp.shizuoka.jp/ 過去の院内報をホームページでご覧いただけます

院 内 報

Vol.11
平成26年4月号

〒436-8555 掛川市菖蒲ヶ池1番地の1 TEL (0537)21-5555 FAX (0537)28-8971

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。

募募募募集集集集内内内内容容容容

平成26年9月1日採用

ア 作業療法士 1人 昭和63年4月2日以降に生まれた方で有資格者

イ 臨床検査技師 若干名 昭和49年4月2日以降に生まれた方で有資格者

ウ 臨床工学技士 若干名 昭和49年4月2日以降に生まれた方で有資格者

平成27年4月1日採用

ア 薬剤師 若干名 昭和59年4月2日以降に生まれた方で有資格者

（平成26年度中の取得見込みの方を含む）

※地方公務員法第16条の欠格条項に該当する方は受験できません

試試試試験験験験日日日日・・・・種種種種目目目目 試験日：5月24日（土） 会場：中東遠総合医療センター 種目：作文試験、面接試験

受受受受付付付付期期期期間間間間

4月1日（火）～5月9日（金）午前8時30分～午後5時（土日祝日は除く）

※郵送等の場合は5月9日（金）必着

申申申申込込込込方方方方法法法法 申込用紙に必要書類を添えて管理課総務係に持参か、郵送してください。

申申申申込込込込書書書書のののの請請請請求求求求

管理課総務係で交付します。郵送を希望する方は、電話（0537-28-9501）にてお問い合わせください。

当院ホームページからダウンロードすることもできます。

4月1日採用医師
腎臓内科 島村 涌子

腎臓内科 谷本 一美

血液内科 岡本 修一

神経内科 都築 絵里子

呼吸器内科 小沢 直也

循環器内科 杉浦 由規

小児科 佐野 伸一朗

泌尿器科 石田 貴史

歯科口腔外科 長嶺 健二郎

臨床検査科 矢部 誠太郎

救急科 松島 暁

救急科 大林 正和

3月31日退職医師
腎臓内科 酒井 尊之

神経内科 原 敬史

呼吸器内科 田中 太郎

循環器内科 吉田 亮人

外科 ﾚﾐﾝ ﾄｩｲﾝ

小児科 内田 博之

泌尿器科 河合 篤史

皮膚科 吉川 裕章

放射線診断科 明石 麻里

歯科口腔外科 齊藤 昌樹

救急科 田村 有人

救急科 山本 尚範

職員採用募集

今まで

ありがとう

ございました

よろしく

お願い

いたします



「薬剤部のご紹介」 薬剤部

■病院の薬剤師って何をしているの？

入院患者様のお薬を調剤したり、注射剤を患者様ごとに病棟に払い出し

ています。

また、高カロリー輸液（栄養剤）や抗がん剤を清潔な区域で調製していま

す。そして、各病棟に専任の薬剤師を配置し、入院患者様のお薬の確認

（用量や服用方法、飲み合わせなど）や説明を行なっています。

■入院が決まると、「おくすり窓口に行ってください」と言われるけど……

現在飲んでいるお薬を調べさせていただき、手術や検査のために事前に中止しなければならないお薬の対応や、過去の副作

用・アレルギーの確認をしています。

■今年も薬学生の実務実習があります

5月12日より2名、9月1日より2名の学生が、実践力の高い薬剤師を目指して当院で勉強します。窓口対応や入院患者様のも

とに参りますので、その際はご理解とご協力をお願いいたします。

■薬剤部が目指すもの

個々の患者様の最適で安心かつ安全な薬物治療が行われますよう、チーム医療の一員として、患者様はもちろん、医師や医

療スタッフにも信頼される薬剤師を目指して頑張っています。

私たちはこんな思いで看護をしています

看護師等修学資金貸与者の募集

4階西病棟 松浦 香子 助産師

私は、産婦人科で勤務する助産師です。妊娠・出産・育児

というのは、女性のライフサイクルの中でも最も大きな節目で

あると言われます。妊産婦さんは様々な体調の変化を感じ、

その度に不安や嬉しさ等、今までに感じることのなかった体

験をすることになります。そのため妊産婦さんには、家族・地

域からの見守りや医療スタッフの支援が必要となります。

そこで私は、外来での健診や入院中の妊産婦さんが、思い

を表現できるような環境が必要と考え、一回一回の出会い

を大切にし、目線を合わせた関わりを心がけています。

妊娠・出産・育児を通して、母としての自信や子育ての喜び

を感じてもらえるよう、産婦人科病棟スタッフと地域で連携を

し、お手伝いさせて頂けたらと思っています。

募募募募集集集集人人人人員員員員

将来看護師又は助産師として、中東遠総合医療セン

ターにおいて勤務する意欲のある看護学生10人

貸貸貸貸与与与与金金金金額額額額 月額 3万円

返返返返還還還還のののの免免免免除除除除

正規の看護師として勤務した期間が貸与を受けた

期間に達した場合

貸貸貸貸与与与与期期期期間間間間 貸与の決定日の属する月から卒業の月まで

貸貸貸貸与与与与方方方方法法法法 毎月、本人名義の口座へ振り込み

審審審審査査査査方方方方法法法法 書類審査

申申申申請請請請方方方方法法法法

看護師等修学資金貸与申請書、在学証明書、戸籍抄

本又は戸籍に記載した事項に関する証明書、住民票

抄本、連帯保証人の印鑑登録証明書を、管理課総務

係まで郵送又は直接提出（定員に達し次第締切）

申申申申込込込込・・・・問問問問合合合合 管理課総務係 ☎0537-28-9501

部署別コラム Vol.2

日 時 平成26年5月31日（土）

10:00～12:00

場 所 当院 3階 大会議室

講師① 脳神経外科統括診療部長

市橋鋭一 医師（副院長兼務）

講師② 神経内科診療部長

若井正一 医師（副院長兼務）

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

最新の情報につきましては、後日、ちらし及びホー

ムページにてお知らせします。

7階西病棟 大石 真由美 看護師

私が、日々の患者様との関わりの中で考える看護は、退

院を見据えた看護です。どのような状況での退院を迎える

ことが、患者様にとってベストなのかを一緒に考え、話し合っ

たことで、患者様や、そのご家族が不安なく納得され、退院

できた経験をしました。

この関わりは、どの患者様に対しても同じ事だと私は思い

ます。患者様ひとりひとりと向き合って、患者様の立場に立っ

て考え、本当に何を望んでいるか、今後どのようにしていき

たいかと、患者様の意思を尊重しながら今後を考えること

で、信頼関係にもつながる看護だと思います。そして、患者

様が不安や心配なく笑顔で退院できるようにして関わって

いきたいと思います。

第6回 医療市民講座

薬剤部 スタッフ



診

No.10 糖尿病・内分泌内科

文責 糖尿病・内分泌内科統括診療部長 日吉泰雄医師

当科においては糖尿病の診療を主に行い、内分泌（甲状腺や副腎）の病気について基本的診療を行っています。

糖尿病は、予備軍を含めれば1,000万人以上と推定され国民病ともいわれます。「尿に糖が出る」病気ですが、本

体は血糖値の上昇です。血糖値が高度に上昇すると脱水症や抵抗力の低下を招くので速やかに治療が必要となりま

す。そして、症状が乏しくても高血糖が長年続くと、視力低下（失明に至ることもある）、慢性腎不全（透析に至ること

が多い）、脳梗塞、心筋梗塞、足壊疽などの合併症が起こってきます。糖尿病の患者さんは生涯、血糖値の管理が

の う こ う そ く
え そ

必要です。

糖尿病と一言でいってもさまざまです。インスリン治療が必須である上に血糖管理が難しい１型糖尿病、体重過剰を

伴うことが多く生活習慣病である２型糖尿病、胃切除に伴うもの、病気の治療上必要なステロ

イド投与によって起こったもの、など。いろいろな糖尿病がありますが、当科ではすべてのタイプ

の糖尿病に適切に対応してします。

糖尿病は薬（経口薬、インスリン注射）だけではよくなりません。血糖値は炭水化物摂取で上

がり、身体活動で下がる、つまり、血糖変動には日常生活の「食べる」、「動く」が大きく関わる

のです。当科では医師、看護師、栄養士がチーム医療を行うことで、それぞれの患者さんの生

活の質を重視した療養プランを提案致します。

もう一つお知らせがあります。

糖尿病の患者さんが外科手術、脳梗塞、感染症などで入院するときストレスも加わって血糖

値は上昇しやすくなります。その際に血糖管理があまいと治療がうまくいきません。当科では入

院患者さんの血糖管理に最善の努力を尽くすことで各診療科をサポートしております。

No.11 乳腺外科・血管外科

文責 院長補佐兼外科統括診療部長 久世真悟医師

当院外科では外科疾患（消化器疾患、乳腺疾患、血管疾患、気胸

などの呼吸器外科疾患）をチームとして治療に取り組んでおります。そ

の中で特に乳腺および血管外科疾患についてご紹介させていただきま

す。

■乳腺外科について

乳腺疾患として乳腺症、乳腺炎などの良性疾患、および悪性疾

患として乳癌があり、その鑑別診断を的確に行うことが重要です。マ

が ん

ンモグラフィー、乳腺超音波を行い、診断困難な場合などは必要に

応じてＭＲＩによる造影検査、造影乳腺超音波などもあわせて行い、

総合的に診断します。さらに診断を確定するために針生検を行いま

す。

乳癌の治療ではセンチネルリンパ節生検を含む乳房部分切除の縮小手術や術前ホルモンまたは化学療法、術

後の補助療法としてのホルモンおよび化学療法を行っています。

外来は水・金曜日を中心に診察を行っております。

■血管外科について

血管疾患としては腹部大動脈瘤、閉塞性動脈硬化症、下肢静脈瘤、深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症（エコノ

りゅう

ミークラス症候群）などがあり、動脈疾患では人工血管置換術、下肢動脈バイパスやバイパス手術以外にもステン

トを含む経皮的血管形成術、下肢静脈瘤に対しては日帰りを含むレーザー焼灼術など血管内治療も行っています。

しょうしゃく

下肢静脈瘤レーザー焼灼術は静脈の中にレーザー光を導く光ファイバーを通し、血管内に照射したレーザーの熱

によって逆流のある静脈を塞いでしまう治療法で、従来のストリッピング手術より傷も少なく日帰りを含む短期滞在

手術で行えます。

外来は火曜日を中心に水・金曜日にも診察を行っています。

療 科 の 紹 介

外科及び消化器外科医師



４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) 船村啓 (初) 神原俊輔 (初) 永井博章 (初) 佐藤彰二 (初)

ＡＭ 交代制 (初) 丸山正吾 (再) 船村啓 (再) 丸山正吾 (再) 吉村伸二 (再)

ＰＭ
丸山正吾 (予)
(股関節外来)

船村啓 (予)
(小児股関節外来)

3 ＡＭ 伊藤孝紀 (再） 佐藤彰二 (再) 永井博章 (再)
鳥飼／打田 (再)

（脳外医師出向）
伊藤孝紀 (再)

●木曜日　鳥飼は第１・３・５週
　　　　　打田は第２・４週

4 ＡＭ 小松知也 (再)
市橋(予)

（脳外医師出向）
小松知也 (再) リウマチ外来 (再)

5
腰椎

ＡＭ
神原俊輔 (予)

(脊椎)
内田賢一 (予)

（脳外医師出向）
浦崎哲哉 (予)

(脊椎)
吉村伸二 (予)

(脊椎)
浦崎哲哉 (予)

(脊椎)

7 ＡＭ 京兼隆典 (初/再) 久世真悟 (初/再） 久世真悟 (初/再) 京兼隆典 (初/再) 河合徹 (初/再)

8 ＡＭ 小出史彦 交代制 渡邉克隆 河合徹 渡邉克隆

9 ＡＭ 落合洋介 小出史彦 豊田良鎬
久世真悟

（乳腺外科）

10 ＡＭ 交代制
福本紘一

(呼吸器外科)

1 ＡＭ 城向裕美子 田中総一郎 磯部／田中 城向裕美子

ＡＭ 森川修司 紅林伸丈 一居武夫 森川修司

ＰＭ 紅林伸丈

3 ＡＭ 杉浦由規 川瀬治哉 杉浦由規 一居武夫 磯部龍夫

4 ＡＭ 打田淳 梅津正成 (初) 小出和雄 内田賢一(紹/初) 小出和雄

5 ＡＭ 内田賢一 市橋鋭一 市橋鋭一 打田淳 (初)

6 ＡＭ 鳥飼武司 (初) 鳥飼武司 山田隆壽 (初) 丹羽愛知 (初) 梅津正成

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

9 ＡＭ
若井正一
(睡眠)

都築絵里子 (予)(初)
若井正一
(睡眠)

若井正一 (再)
(認知症)

都築絵里子 (再)

 人工透析外科 10 ＡＭ 赤堀利行 沼野正浩 藤田豊 赤堀利行 沼野正浩

 血液内科 11 ＡＭ 名倉英一 田中正士 岡本修一 後藤辰徳 田中正士

1 ＡＭ 佐藤隆弘 (初)

2 ＡＭ 佐藤隆弘 赤堀利行 赤堀利行 佐藤隆弘 赤堀利行

 呼吸器内科 3 葛伸一 牧野靖 小沢直也 田中一大 牧野靖

5 島村涌子 藤田豊
谷本／島村

隔週
藤田豊 谷本一美 ●4/2、4/4は鈴木大

6 山本順之祐 山本順

7 AM/PM 日吉泰雄 日吉泰雄 日吉泰雄 日吉泰雄

8 AM/PM 山田隆之 山田隆之 山田隆之 山田隆之

1 春日井俊史 高柳正弘 渡邉晶子 春日井俊史 高柳正弘

2 小野幸矢 坂井圭介 小野幸矢 交代制 坂井圭介

4 術前
診察 交代制 交代制 交代制 交代制 交代制

5 山本洋子 内山智浩 三村真一郎 山本洋子 内山智浩

ＡＭ 夫才成 (初) 夫才成 夫才成 夫才成 夫才成

ＡＭ 長嶺健二郎 長嶺健二郎 (初) 長嶺健二郎 (初) 長嶺健二郎 長嶺健二郎 (初)

ＡＭ 井上崇徳 井上崇徳 井上崇徳 井上崇徳 (初) 井上崇徳

ＡＭ 古江浩樹 (初)

1 神藤里枝 金森隆志 村上裕介 神藤里枝 幸村康弘

2 村上裕介 幸村康弘 鈴木一有 金森隆志 金山尚裕

3 朝比奈俊彦 杉原一廣 (初)

1 中根慶太 (初/再) 中根慶太 (初/再) 石田貴史 (初/再) 中根慶太 (初/再)

2 蟹本雄右 (初/再) 石田貴史 (初/再) 蟹本雄右 (初/再) 石田貴史 (初/再)

3
蟹本雄右

(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 青島正浩／兼子泰一 安間安弥子 安間安弥子 安間安弥子 安間安弥子

5 ＡＭ 犬塚学 犬塚学 糟谷啓 犬塚学 犬塚学

1 ＡＭ 久保田登志子 矢田宗一郎 久保田登志子 久保田登志子 矢田宗一郎

ＡＭ 水野義仁 福家辰樹 (ｱﾚﾙｷﾞｰ) 水野義仁 古橋協 水野義仁 ●火曜日　福家は第１・３・５週

ＰＭ 岩島覚 (循環器) 都築一夫 (腎臓)
中西／石川

(内分泌)／(循環器)

3 ＡＭ 佐野伸一朗 佐野伸一朗 佐野伸一朗 佐野伸一朗 佐野伸一朗

4 ＡＭ 西尾友宏 西尾友宏 西尾友宏 西尾友宏 西尾友宏

ＡＭ 古橋協

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 土屋陽子 (特殊) 土屋陽子 土屋陽子 土屋陽子 (特殊) 土屋陽子

2 鳥居薫子 鳥居薫子 鳥居薫子 (特殊) 鳥居薫子 鳥居薫子 (初)

3 伊藤浩一 伊藤浩一(特殊) 伊藤浩一 伊藤浩一 伊藤浩一 (初)

4 ＡＭ 交代制 臼井広明 臼井広明 (初) 臼井広明 臼井広明 (初)

5 ＡＭ 泉智沙子 (初) 泉智沙子 泉智沙子 (初) 泉智沙子

6 近藤元気
加納／新村

隔週

 腫瘍放射線科 8 AM/PM 一戸建志 (初) 一戸建志 (再) 一戸建志 (初)

ＡＭ 腎臓内科医交代制 酒井尊之 沼野正浩 藤田豊

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 ※（初）：初診、（再）：再診、（予）：予約　　　　　　　　※午後は予約のみ
　　■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

Ｃ

 総合内科

 血液浄化
 センター

沼野正浩

 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

●金曜日は再診予約患者のみ

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

●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

●月曜日　岩島は第１・３週
●水曜日　都築は第４週(不定期)
●木曜日　中西／石川は第１週

各科外来担当医一覧表
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 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
●金曜日　夫は第１・３・５週
　　　　　井上は第２・４週

 産婦人科

 小児科

 皮膚科

2

●月曜日　青島は第１・３・５週
　　　　　兼子は第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

6～11

5


