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☝医師の指導を受ける２年目研修医

当院では11名の研修医が医師を目指して臨床研修に励んでいます。皆様の診療の場に立ち会うこともご

ざいますので、ご理解、ご協力頂きます様お願い申し上げます。

☜今年度は６名の研修医を

採用しました



「医療安全・環境管理室のご紹介」

■ 医療安全・環境管理室は

3階、管理課の横、リハビリテーション室の向かいにあります。

室長と医療安全の担当者・感染防止対策担当者4名が在籍しています。

■ チーム医療が要です

毎週水曜日、医療安全ミーティングを行って、職員から報告された事例

をもとに医療の質の改善に向けた検討をしています。また、流行期の感染情

報についての共有もしています。参加メンバーは医師、薬剤師、診療放射

線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、看護師、事務などの代表者がさ

まざまな立場で職域を越えて話し合っています。

■ 先立つ情報を提供

インフルエンザやノロウイルスの流行期は、病院職員だけでなく市民のみ

なさまにもわかりやすい情報提供ができるように、ポスターの掲示などもし

ています。ご来院の際に見て、役立てていただけたらうれしいです。

■ 院内ラウンドの実施

多職種でチームを組んで院内ラウンドを実施しています。

患者さんの入院環境を安全に過ごしていただけるように「転倒転落防止ラウ

ンド」の実施や感染防止の対策の実施状況を確認するように「環境ラウンド」

などを行っています。

市民のみなさまや職員が安心し

て病院を利用していただけるように

がんばっています。

看護部の紹介

平成26年度中東遠総合医療センター看護部の取り組みを紹介します。

昨年５月開院から11ヶ月。職員は、地域の皆さんがいつでも安心・安全な医療を受けられる病院作りを目指し、力

を合わせて頑張ってきました。特に救急医療は、“断わらない救急”を目指して看護部の体制も強化しました。

2年目の今年、看護職員625名は来院される患者さんやご家族が心地よい環境の中で質の高い医療・看護が受け

られる様な体制作りや環境整備をしていきたいと思います。

そして看護部はこんな理念を掲げました。

【【【【専専専専門門門門的的的的なななな知知知知識識識識・・・・技技技技術術術術とととと温温温温かかかかいいいい心心心心でででで、、、、

ああああななななたたたたにににに寄寄寄寄りりりり添添添添うううう看看看看護護護護をををを提提提提供供供供ししししまままますすすす】】】】

「病院に行ったら看護師さんの温かい手と心に触れました」と言われるよう

な看護を実践していきます。

医療センターに行くと色々な場所で看護師や看護助手を見かけると思

います。

おおおお気気気気軽軽軽軽ににににおおおお声声声声かかかかけけけけ下下下下ささささいいいい！！！！！！！！
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看護部長室のメンバー

栄養室では、患者様に喜んでいただき

たいという思いから、趣向を凝らしたメ

ニューを企画しています。

4月22日の入院患者様の昼食に、当院

では初めてとなる「にぎり寿司」をお出

ししました。2ヶ月に1回実施している

嗜好調査でも患者様のご要望が特に多かっ

し こ う

たメニューです。

にぎり寿司を召し上がった患者様から

は大変ご好評いただきました。「病院食

とは思えない」「またやってほしい」と

いった声も多く聞かれ、栄養室職員にとっ

て大変な励みとなりました。

嗜好調査の結果や患者様のご意見をも

とに、これからも患者様に喜ばれるメニュー

を提供してまいります。

入院患者様の昼食に
「にぎり寿司」を提供しました！



診

No.1３ 放射線診断科

文責 副医務局長兼放射線診断科診療部長 大川 賀久医師

当院は、日本医学放射線学会の放射線科専門医修練機関（画像診断・IVR、核医学）です。2名の放射線診断専門

医を含む計4名で診療しています。診療放射線技師、看護師と協力して正確、安全、効率的な画像検査診断、カテー

テル治療を行っています。

中東遠地区で初めてPET-CT(Time of Flight機能付きの最新型)が導入されました。また最新の3テスラのMRI(磁気

共鳴)装置(肝弾性率測定機能付き)、最新CT(コンピューター断層)装置

(2管球のdual energy、血管撮影装置連動システム付き)が導入されてい

ます。最新の血管撮影装置を使用して肝腫瘤などに対する動注塞栓療法、

か ん し ゅ よ う そ く せ ん

外傷性出血、喀血、脾機能亢進症などに対する塞栓療法などのカテーテ

か っ け つ ひ き の う こ う し ん し ょ う

ル治療を施行しています。

地域の診療所や他病院から依頼される画像の検査、読影も施行していま

す。

静岡県西部中東遠地区の人口あたりの放射線科医数は全国平均の半

分程度です。厳しい状況ですが地域医療に貢献できますよう努力いたしま

すので、御理解、御協力をお願い申し上げます。

No.1４ 腫瘍放射線科

文責 院長補佐兼腫瘍放射線科診療部長 一戸建志医師

当科は、前身であります袋井市立袋井市民病院で平成23年11月まで

18年間にわたって稼働してきました放射線治療装置を最新装置に更新

し、放射線治療に特化した診療科として平成25年5月1日に再出発しまし

た。今回更新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になりました。また患者様用の待合室は快

適性を最重要視して設計した自信作ですのでぜひ一度ご覧ください。

当科のスタッフは治療担当医１名、治療担当技師4名、専任看護師1

名の総勢6名で診療業務を行っています。このうち治療担当技師１名、

専任看護師1名が再出発と同時に新たに加わったスタッフです。他の４

名は袋井市立袋井市民病院時のスタッフです。特に、新たに加わった女

性の専任看護師は女性ならではの患者さんへの気配りが好評です。

当科では週２回、初診の方の診察を行っております。診察にあたっては紹介状が必要になります。小線源治療、腔内

く う な い

照射など、当科では行えない特殊な放射線治療が必要な場合は浜松医大など近隣施設で治療を行うことになりま

す。

御存じのとおり、放射線治療は、手術、化学療法とならんで癌治療の３本柱の一つであり、機能が温存できること、全

がん

身の副作用が少ないことが特徴です。これらの特徴から、大部分の癌が治療対象にな

り、特に高齢者には選択されやすい治療といえます。また、一部の肺癌、子宮癌などで

は、治療技術の進歩により放射線治療単独で完治も望めるようになりました。さらに手

術や化学療法と組み合わせることによって、それぞれ単独で癌治療を行う場合より、治

療効果がさらに高まります。また再発等で治癒が望めない場合でも放射線治療は患者

さんの癌特有の苦痛を和らげるのにも有効です。このように放射線治療の対象は広いの

ですが、ただ癌そのものの性質、全身状態、併存疾患の有無などにより放射線治療が

不適な場合があります。また放射線治療特有の副作用もありますので、放射線治療を

希望される場合はまず主治医と十分にお話し合いされることが必要です。

療 科 の 紹 介

腫瘍放射線科医師とスタッフ

放射線診断科医師

腫瘍放射線科の患者様待合室



６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) 吉村伸二 (初) 永井博章 (初) 佐藤彰二 (初)

ＡＭ 丸山正吾 (再) 神原俊輔 丸山正吾 (再) 船村啓

ＰＭ
船村啓 (予)

(小児股関節外来)
丸山正吾 (予/新) ●月曜日　午後は伊藤(初)(予)

3 ＡＭ 伊藤孝紀 (予) 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
羽切周平

(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 沼野正浩 藤田豊 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 4 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

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 坂井圭介 渡邉晶子 春日井俊史 坂井圭介

2 小野幸矢 高柳正弘 小野幸矢 交代制 高柳正弘

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 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

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 矢田宗一郎 佐野伸一朗

4 ＡＭ 西尾友宏 西尾友宏 古橋協 水野　義仁 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 近藤玄樹
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 谷本一美 島村涌子 沼野正浩 藤田豊

ＰＭ 腎臓内科医交代制 腎臓内科医交代制

CAPD外来 ＡＭ 沼野正浩
　　■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

 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

各科外来担当医一覧表
2014年5月30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

 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

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～


