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ここここととととりりりり保保保保育育育育園園園園でででで七七七七夕夕夕夕集集集集会会会会をををを行行行行いいいいままままししししたたたた！！！！

☝院内保育園「ことり保育園」の園児たち

☜園児達が作った飾りや願いが書かれた短冊が

たくさん飾られました



「臨床検査科のご紹介 — 検査は正確、迅速、そして体にやさしく —」

文責 臨床検査科診療部長 矢部誠太郎

臨臨臨臨床床床床検検検検査査査査科科科科はははは何何何何ををををししししてててていいいいるるるるのののの？？？？

皆様が病院を受診されますと、「肝機能はまずまずですが、コレステロール値が. . . .」とか、

「心電図に不整脈が. . . .」などと言われます。この様な血液や心電図･エコー等の“検査”を

担当しています。

“臨床”とは、病で寝ている患者様の“床（ベッド）に臨んで”の意です。病気の診断や程度、

治療効果の判定など総合判断は主治医がしますが、判断の基になるデータ情報を提供して

います。

検査には、血液や尿･喀痰･体のごく一部など、体から出た“物体”を調べる“検体検査”と、

か く た ん

心電図や脳波･エコーや呼吸機能･睡眠状態など“生きている体の状態（生理）”を調べる

“生理検査”に大別されます。

■当当当当院院院院のののの特特特特徴徴徴徴はははは？？？？

当院では、日本超音波学会、心電学会、臨床細胞学会、臨床微生物学会、睡眠

学会、米国睡眠技士協会等々の認定資格を持つ検査士･検査技師･病理医師達が

一日に約1万項目の検体検査と生理検査を行っています。

検査は正確性信頼性が必要です。そのため、毎日始業前に各々の項目について

器具の点検調整し（内部精度管理）、年3回の外部精度管理も受けています。

検査結果を待っている医師や患者様に迅速に報告することが必要です。膨大な

じ ん そ く ぼ う だ い

検査数を自動測定装置やコンピューターを使って処理し、そのメンテナンスにも気を

配っています。

検査で痛い思いをすることは誰でも嫌です。相手の立場に立っていたわりの心を持っ

てやさしく検査するよう努めています。

■市市市市民民民民のののの皆皆皆皆様様様様にににに向向向向けけけけてててて一一一一言言言言

検査室は縁の下で診療を支えており、この基盤が盤石でないと医療が揺らいでしまいます。

ばんじゃく

職員一同自覚を持って職務に励んでいますので、これからもよろしくお願い致します。

～手術センターの紹介～

当院手術センターでは、

外科や整形外科など様々

な診療科の手術を受け

入れており、年間を通し

約４，０００件の手術を行っ

ています。

最近では顕微鏡や内視鏡など精密機械を使用し、手術時

間の短縮・創を最小にすることで、患者様の負担の少ない手

き ず

術が増えています。高度な手術が増えている中、主治医・麻

酔科医・看護師・臨床工学技士・薬剤師が協力する事で患

者様に安全な手術を提供

しています。

今後も協力体制を強化

しチーム一丸となって患者

様が安心して手術が受け

られるよう努めていきます。

手術センタースタッフ

手術中の様子

検査室の様子

部門別行動目標発表会を
行いました

臨床検査科の医師及びスタッフ

7月14日に今年度の部門別行動計画目標発

表会を開催しました。

安定した経営と質の高い医療の実現に向けて、

各部署で立てた目標とそれを達成するための施

策を職員に向けて発表し、情報を共有しました。

成果発表会は2月に行う予定です。

目標達成に向けて、職員一丸となって

取り組んでまいります。

部門別行動計画目標発表会の様子



診

No.17 総合内科 文責 副医務局長兼内科診療部長 赤堀 利行医師

不明熱や不定愁訴など診療科が特定できない紹介患者を中心に外来診療を行います。必要に応じて専門科に

し ゅ う そ

紹介したり、入院が必要な患者の入院治療を担当します。

当科の診療技術は専門医になる前の初期研修医、後期研修医には必須の技能です。したがって当科の特徴は

臨床と教育の両立を図りながら365日24時間診療にあたる点です。

我々医師は患者様から教えられ生涯学習しなければいけない宿命が

あります。また地域医療を充実するためにも若手の将来有望な医師を

育て上げなくてはなりません。当院には年間を通じて多くの学生が実習、

見学に訪れます。研修医を含め皆様方にはご迷惑を

おかけするかもしれませんが、なにとぞご理解とご協

力のほどお願い申し上げます。

No.1８ 眼科 文責 眼科部長 土屋 陽子医師

外界の情報の80%は視覚から得られると言われています。眼球から出た視神経が脳に情報を運

ぶことによって、物を見ることができます。眼に病気があると視力が出なくなりますし、見えないという

症状から脳や体の病気が見つかることもあります。眼科は、見ることに関する症状を診療する科です。

主な疾患は、白内障、緑内障、糖尿病網膜症、ぶどう膜炎、斜視など様々です。また、当院には視

は く な い し ょ う り ょ く ないしょ う も う ま く し ょ う し ゃ し

能訓練士がおり、斜視や小児の弱視診療にも力を入れています。

じ ゃ く し

中東遠地域で眼科常勤医がいる病院が減る中、当院では3人の眼科専門医が診療にあたっております。白内

障、緑内障、硝子体手術などの眼内の手術の他、霰粒腫や眼瞼下垂などの眼外の手術も行っています。

し ょ う し た い さ ん り ゅ う し ゅ
が ん け い か す い

視力が落ちた、霞んで見える、見える範囲が狭くなった、物が歪んで見える、物が二つに見える、などのような症

か す ゆ が

状が気になる方は、眼科に受診してください。また、両眼で見ていると症状を見逃すことがあるので、たまに片目を

隠してみて見え方に変わりがないか調べることも大事です。

日本人の平均寿命がのび、健康で元気な高齢者の方が増えています。生涯にわたってよりよ

く見え、充実した生活を送る手助けができればと思っています。病気は早期発見、早期治療が

大事です。当院では近隣の開業医の先生達と連携して診療を行っておりますので、これまで眼

科に受診したことがない方や、気になる症状がある方は、是非かかりつけ医に相談してみてくだ

さい。

当院に受診していただく際には紹介状をご持参いただくと、診療が円滑に行えます。

療 科 の 紹 介

総合内科受付

7月1日から4名の医師が加わりました。

消消消消化化化化器器器器内内内内科科科科 綾綾綾綾田田田田 穣穣穣穣 診診診診療療療療部部部部長長長長 総総総総合合合合内内内内科科科科 伊伊伊伊藤藤藤藤 裕裕裕裕司司司司 医医医医長長長長

麻麻麻麻酔酔酔酔科科科科 石石石石田田田田 千千千千鶴鶴鶴鶴 医医医医長長長長 耳耳耳耳鼻鼻鼻鼻いいいいんんんんここここうううう科科科科 山山山山口口口口 裕裕裕裕貴貴貴貴 医医医医員員員員

地域医療への貢献のため力を合わせて頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

新新新新規規規規採採採採用用用用医医医医師師師師ののののごごごご紹紹紹紹介介介介



8月 中東遠総合医療センター

　　■受付時間：午前７時４５分～１１時００分
　　■診療時間：午前８時３０分～

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) 小早川知範

(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 田中総一郎 田中総一郎 磯部龍夫

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 森下真利子 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 山本順之祐

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

ＡＭ 久保田登志子 久保田登志子 久保田登志子

ＰＭ 久保田登志子（予） 久保田登志子（予） 久保田登志子（予）

ＡＭ 水野義仁 福家辰樹 (ｱﾚﾙｷﾞｰ) 水野義仁 水野義仁 ●福家　8/15(金) 休診

ＰＭ 西尾友宏(ｱﾚﾙｷﾞｰ) 中西（内分泌）

ＡＭ 矢田宗一郎 矢田宗一郎 矢田宗一郎

ＰＭ 岩島覚 (循環器) 矢田宗一郎（予） 都築一夫 (腎臓) 石川(循環器) 矢田宗一郎（予）

ＡＭ 西尾友宏 西尾友宏 西尾友宏

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

ＡＭ 佐野伸一朗 佐野伸一朗 佐野伸一朗

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 泉智沙子 泉智沙子 泉智沙子

6 加納康太郎 臼井広明 臼井広明 
美馬／佐原

隔週
臼井広明 

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

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

 総合内科

6～11

Ｅ

Ｇ

1

3

●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2週

2

 小児科

5

Ｈ

4

●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

 血液浄化
 センター

沼野正浩

 眼科

 整形外科

 神経内科

Ａ

Ｆ

 外科

Ｂ

 循環器内科

 脳神経外科

 腎臓内科

 皮膚科

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

●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

●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

各科外来担当医一覧表

2014年7月18 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

●ペースメーカー外来 火曜日 午後
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腰椎
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