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熱中症にご注意ください！

7月から8月にかけて熱中症の患者さんが急増します。日頃からしっかりと対策をして、熱中症を防ぎましょう。

【日常生活での注意事項】

① 扇風機やエアコンを適切に使用し暑さを避けましょう。

② 帽子をかぶる、通気性のよい衣服を着用するなど服装を工夫しましょう。

③ こまめに水分、塩分を補給しましょう。

④ 急激に気温が上昇する日は熱中症になりやすいので特に注意をしましょう。

⑤ 日頃からウォーキングなどで汗をかく習慣を身につけるなど暑さに

備えた体作りをしましょう。

熱熱熱熱中中中中症症症症のののの危危危危険険険険信信信信号号号号

・めまい、吐き気

・赤い・熱い乾いた皮膚（全く汗をかいていない、触るととても熱い）

・意識の障害（応答が異常である、呼びかけに反応がない）

・高い体温

・ズキン、ズキンとする頭痛

自自自自分分分分でででで水水水水分分分分のののの摂摂摂摂取取取取ががががででででききききなななないいいいととととききききはははは医医医医療療療療機機機機関関関関へへへへ受受受受診診診診ししししままままししししょょょょうううう！！！！

5月31日に第6回医療市民講座を開催しました。当日は252名の方が聴講しました。

ホームページhttp://www.chutoen-hp.shizuoka.jp/

第第第第７７７７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ののののごごごご案案案案内内内内

日時：9月13日(土)午前10時～正午

場所：当院 ３階 大会議室

講師① 副院長兼泌尿器科診療部長

蟹本雄右医師

講師② 循環器内科部長

紅林伸丈医師

参加費：無料

申込み：不要です。

直接会場にお越しください。

問合せ：経営戦略室

TEL：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

次次次次回回回回ののののごごごご案案案案内内内内



試試試試験験験験日日日日：：：：平平平平成成成成22226666年年年年8888月月月月2222日日日日（（（（土土土土））））※事務職員のみ別日程で第2次試験があります

申申申申込込込込期期期期間間間間：：：：平平平平成成成成22226666年年年年7777月月月月1111日日日日～～～～平平平平成成成成22226666年年年年7777月月月月2222２２２２日日日日

５月１２日の看護の日にちなんで、中東遠

総合医療センターでは、５月１５日に地域住

民を対象とした「看護ふれあい体験」が行わ

れました。４名の参加があり、院内見学をは

じめ、５階・６階病棟で食事や清潔援助の体

験をされました。体験後の感想として自身の

介護体験を交えながら、患者さんに合わせ

て介助をしていく難しさを感じたとの感想をい

ただきました。

このようなイベント体験を通して看護師、

看護補助者の道を、新たにお考えいただき、

私たち医療職の仲間入りをすることもありま

す。また、体験をしていただいたことで、医療

現場である病院と市民の方との距離が少し

近くなったように思います。今後もこのような

イベントを開催いたしますので、興味のある

かたは、ぜひ参加してみてください。

「「「「診診診診療療療療放放放放射射射射線線線線室室室室ののののごごごご紹紹紹紹介介介介」」」」

当院の診療放射線室は、29名の診療放射線技師と2名の事務員

が勤務しています。

診療放射線技師の主な業務は画像検査、放射線治療、画像管理、

医療放射線管理です。画像検査ではエックス線や放射性同位元素、

ど う い げ ん そ

磁気や電磁波、超音波などを使って得られた画像情報を医師に提供

し、放射線治療は精密にコントロールされた高エネルギー放射線によっ

てがんを治療します。

■最最最最新新新新のののの医医医医療療療療機機機機器器器器

中東遠地区に初めて導入されたPET-CTをはじめとし、頭頚部、心臓、腹部、四

と う け い ぶ

肢の血管内治療に対応する血管撮影装置３台、２つのＸ線管球を装備し短時間

で撮影可能なＣＴ、強い磁場を使用し鮮明な画像が描出できる３テスラＭＲＩや高

びょうしゅつ

精度放射線治療装置など様々な最新鋭放射線機器が設置されています。

■診診診診療療療療放放放放射射射射線線線線室室室室でででではははは

患者様に安心して検査を受けていただけるよう安全な検査や治療の実施、

診断価値の高い画像の提供に取り組むとともに、日当直者２名と呼び出し体制で

緊急検査や急性心筋梗塞、脳卒中などの治療に24時間いつでも迅速に対応しています。

こ う そ く

部署別コラム Vol.５

最新鋭PET-CT装置

診療放射線室 スタッフ

職員募集のお知らせ

中東遠総合医療センターの職員を募集します。

詳しくは病院ホームページ、または掛川・袋井両市広報誌をご覧くださ

い。

平平平平成成成成22226666年年年年11110000月月月月1111日日日日採採採採用用用用

応募職種 受験資格

言語聴覚士 昭和55年4月2日以降に生まれた方で有資格者

作業療法士 昭和63年4月2日以降に生まれた方で有資格者

事務職員

昭和58年4月2日以降に生まれた方で以下の要件を満たす方

（ア）平成26年7月1日時点で官公庁又は民間企業において、

常勤職員として3年以上の勤務実績がある方

（イ）平成26年7月1日時点で官公庁又は民間企業において、

建物の施設管理、営繕関係の業務経験が3年以上ある方

平平平平成成成成22227777年年年年４４４４月月月月1111日日日日採採採採用用用用

応募職種 受験資格

言語聴覚士 昭和55年4月2日以降に生まれた方で有資格者

作業療法士 昭和63年4月2日以降に生まれた方で有資格者

事務職員

昭和54年4月2日以降に生まれた方で平成27年4月1日時点で

官公庁又は民間企業において、常勤職員として3年以上の勤務

実績がある方

おおおお問問問問いいいい合合合合わわわわせせせせ

管理課総務係

☎ 0537－28－9501



診

No.1５ 小児科 文責 小児科統括診療部長 水野 義仁医師

■■■■どどどどののののよよよよううううなななな疾疾疾疾患患患患・・・・症症症症状状状状をををを診診診診療療療療すすすするるるる科科科科でででですすすすかかかか？？？？

オギャ～と生まれてから中学を卒業するまでの間に病気になった時に、診断・治療を担当する科です。子どもたちに

おこるいろいろな病気の診療を担当します。大人と違い、子どもたちは成長していきます。その成長の過程の中でおこる

さまざまなことにも対応する科です。

また、病気だけでなく、赤ちゃんの健診（生後１か月・生後４か月・生後１０か月）も行っています。

さらに、病気にかからないために行ういろいろな予防接種（定期接種・自費接種）も行っています。

■■■■当当当当院院院院ななななららららででででははははののののすすすすぐぐぐぐれれれれたたたた点点点点ははははあああありりりりまままますすすすかかかか？？？？

午前中は、開業医の先生から紹介されて受診する子どもたちの診療の時間です。午後は、予約診療が主体で、慢

性疾患で通院中の子どもたちの診療や、乳児健診・予防接種を行っています。月曜日の午後は予防接種外来、火曜

日の午後は４か月健診、水曜日の午後は１０か月健診、木曜日の午後は予防接種外来、金曜日の午後は１か月健

診となっています。

また、浜松医科大学小児科から各分野の専門医を招いて、外来診療を行っています。第１木曜日の午後は小児循

環器外来（石川医師）と小児内分泌外来（中西医師）、第１と第３の月曜日は小児循環器外来（岩島医師）となってい

ます。アレルギー外来（福家医師）だけは毎週火曜日の午前中に診療しています。招聘している専門医による外来は

しょうへい

事前の予約が必要です。

入院治療が必要になった場合には４階東病棟に入院となります。耳鼻科・口腔外科・皮膚科との

共同の病棟です。その中で、１３床が小児科の病床となっています。

■■■■特特特特にににに力力力力をををを入入入入れれれれてててていいいいるるるる診診診診療療療療・・・・業業業業務務務務

新生児から思春期に至るまで、さまざまな病気に対応できるように、日々研鑽しています。

け ん さ ん

乳児健診や予防接種を通じて、より健やかに子どもたちが育っていくことへの応援ができればと考えています。

No.1６ 産婦人科 文責 産婦人科統括診療部長 幸村 康弘医師

産婦人科は浜松医科大学産婦人科からの医師派遣により診療体制を維持しております。具体的には、常勤医師４

名および浜松医科大学からの非常勤医師４名（主に外来）により診療をおこなっております。

診療方針に関しては科内で十分な話し合いを行い、症例個々の背景をも考慮しつつ根拠に基づいた医療を提供す

ることを目指しております。

産婦人科の診療分野は産科と婦人科があります。

■■■■産産産産科科科科

妊娠分娩管理をおこなう分野であり、必要に応じ他科との連携（とくに小児科）もしつ

ぶんべん

つ診療をおこなっております。現状においては、産婦人科領域でも殊にこの分野は分

こ と

娩があること等により24時間体制であること、未熟児出生が切迫する場合があること

等から人的体制はまだまだ不十分であります。浜松医科大学等の高次医療施設の

バックアップをいただきながら可能な範囲で妊婦さんや母体搬送等を受け入れるよう

に努力しております。

■■■■婦婦婦婦人人人人科科科科

良性腫瘍症例（子宮筋腫・卵巣嚢腫など）、悪性腫瘍例（子宮頚癌・子宮体癌・卵巣癌など）、子宮脱、子宮癌検

し ゅ よ う き ん し ゅ の う し ゅ
けい がん

診異常、その他に対する診療を必要に応じ他科との連携もしつつおこなっております。良性疾患等に対しては適応に

応じて外来定期通院や手術療法をおこない、癌に対しては適応があり可能であれば手術・抗癌剤・放射線治療等を

施行しております。放射線治療に関しては原則当院で可能でありますが、子宮頚癌に対しては一部浜松医科大学に

お願いしております。腹腔鏡手術等はおこなっておりませんので対象症例に関しては浜松医科大学等紹介させてい

ただいております。

何かと至らない点もあるかと思いますが、今後とも宜しくお願い申し上げます。

療 科 の 紹 介

新生児室



７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)

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

ＰＭ 伊藤孝紀 (初/予)
高成啓介（予）
（形成外科）

●形成外科 第２､４金曜日

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)

ＰＭ 小松知也 (予)
(スポーツ外来 15時～)

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)

ＰＭ
神原俊輔 （初/予)

(脊椎)
浦崎哲哉 (初/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/田中 田中総一郎 磯部/田中
城向裕美子

（7/11まで）

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(予) 赤堀利行(予) 伊藤裕司(予) 伊藤裕司(予) 佐藤隆弘(予)

2 ＡＭ 伊藤裕司(初) 伊藤裕司(初) 赤堀利行(初) 佐藤隆弘(初) 赤堀利行(初) ●7/1(火)　初診は佐藤

 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 綾田　穣 坂井圭介 渡邉晶子 綾田　穣 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（初）

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 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 水野　義仁 西尾友宏

ＡＭ

ＰＭ 予防接種 乳児健診　4ヶ月
乳児健診 １０ヵ月

予防接種
予防接種 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 山口裕貴 山口裕貴 山口裕貴 山口裕貴

5 ＡＭ 泉智沙子 (初) 泉智沙子 泉智沙子 (初) 泉智沙子

6 加納康太郎 臼井広明 臼井広明 (初)
美馬／佐原

隔週
臼井広明 (初)

 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

各科外来担当医一覧表
2014年7月1日情報
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●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・４・５週
　　　　　田中は第２週
●第2週月曜日から田中
●ペースメーカー外来 火曜日 午後

 

2

●水曜日　１０ヵ月健診　第１・３週
                  予防接種　第２・４週
●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

 消化器内科

休診

 糖尿病･
 内分泌内科

 泌尿器科

Ｂ

 循環器内科

 脳神経外科

 腎臓内科

5
腰椎

2

 血液浄化
 センター

沼野正浩

 眼科

Ｇ

 整形外科

 神経内科

Ａ

Ｆ

 外科

●火、木曜日は午前のみ
●金曜日　長嶺は第１・３・５週
　　　　　井上は第２・４週

Ｅ

●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

●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
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 小児科

5

Ｈ

 皮膚科

Ｄ

 産婦人科 ●金曜日は再診予約患者のみ

 歯科
 口腔外科

Ｃ

 麻酔科

●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～

 耳鼻
 いんこう科

 総合内科

●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
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