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高高高高校校校校生生生生１１１１日日日日ナナナナーーーースススス体体体体験験験験をををを行行行行いいいいままままししししたたたた！！！！

☝患者様への足浴を体験する高校生たち

☜近隣の高校に通う30名の高校生が

参加してくれました

当当当当院院院院にににに勤勤勤勤務務務務すすすするるるる医医医医師師師師がががが最最最最新新新新のののの医医医医療療療療ににににつつつついいいいててててわわわわかかかかりりりりややややすすすすくくくく解解解解説説説説ししししまままますすすす。。。。ぜぜぜぜひひひひごごごご参参参参加加加加くくくくだだだだささささいいいい。。。。

日日日日時時時時 平成２６年９月１３日（土） 午前１０時～正午

場場場場所所所所 中東遠総合医療センター ３階 大会議室（掛川市菖蒲ヶ池）

講講講講師師師師①①①① 蟹本 雄右 医師（副院長兼泌尿器科診療部長）

高齢者の排尿障害～前立腺肥大症と過活動膀胱を中心に～

ぼうこう

講講講講師師師師②②②② 紅林 伸丈 医師（循環器内科部長）

高血圧症のお話

申込みは不要です。当日直接会場にお越しください。 （問合せ：経営戦略室 TEL 0537－21－5555）

第7回医療市民講座を開催します！

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。



「臨床工学室のご紹介」

■臨床工学技士について

臨床工学技士という職種をみなさんご存知でしょうか？病院には医師や看護師の

他に、薬剤師、放射線技師、理学療法士等の様々な職種の人達が働いています。

臨床工学技士も、透析や人工呼吸器、ペースメーカ等の生命維持装置を始めとし、

年々進歩していく医療機器に対し医学的、工学的な知識を必要とする専門技術者

として、医療の一翼を担う医療職です。

■どこで働いていますか？

当院では、血液浄化センター、脳・心血管内治療センター、手術室、臨床工学室

（機器類の点検修理）にて働いています。また週1回のペースメーカ外来や泌尿器

のESWL（結石破砕装置）にも携わっています。

け っ せ き は さ い そ う ち

■市民の皆様に向けて

臨床工学技士は比較的新しく、1987年に誕生した職種です。当院のスタッフも若いスタッ

フばかりですが、医療機器の操作と管理を通じて、「いのち」を支えるエンジニアとして日々

励むことを心がけています。

平平平平成成成成22227777年年年年4444月月月月採採採採用用用用

応募職種 受験資格

薬剤師

昭和54年4月2日以降に生まれた方で

薬剤師の資格をお持ちのかた（平成26年度中に

取得見込みの方を含む）

管理栄養士

昭和49年4月2日以降に生まれた方で

管理栄養士の資格をお持ちのかた（平成26年

度中に取得見込みの方を含む）

中東遠総合医療センターでは、平成27年4月

採用の薬剤師・管理栄養士を募集します。

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。

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11110000月月月月5555日日日日（（（（日日日日））））

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9999月月月月1111日日日日～～～～平平平平成成成成22226666年年年年9999月月月月22226666日日日日

午午午午前前前前8888時時時時33330000分分分分～～～～午午午午後後後後5555時時時時（土・日、祝日は除く）

職職職職員員員員募募募募集集集集ののののおおおお知知知知ららららせせせせ

部署別コラム Vol. ６

臨床工学室のスタッフ①

臨床工学室のスタッフ②

新人看護師25名が就職し、4ヶ月が経ちました。新人看

護師達は、就職後一ヶ月間集合研修を行い、医療安全や

接遇など社会人としての基礎を学びました。その後、院内の

様々な部署をまわって診療科の特色と患者様に向けた看

護の実践を体験しました。7月から各部署に配属され、患者

様に看護を提供させて頂いております。看護師としてスタート

ラインに立ったところであり、不安と期待でいっぱいです。

まだまだ未熟なところもありますが、患者様により良い看護

が提供できるよう、今後も学びを深めていきますので、どうぞ

よろしくお願い致します。

新人看護師

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

名札”初心者マーク”をつけて

頑張っています

☞



診

No.1９ 皮膚科 文責 皮膚科診療部長 犬塚 学医師

■どのような疾患･症状を診療する科ですか？

皮膚科は皮膚に症状の出るすべての疾患を扱います。

皮膚に眼に見える症状があれば、まずは皮膚科を受診してください。

■当院ならではのすぐれた点はありますか？

当科は浜松医科大学の関連施設として、常勤医2名が派遣されているだけでなく、毎週月･水曜日には浜松

医科大学から医師を招き共同で診療にあたることにより、常に最新の知見に基づいた診療が行えるように努め

ています。

さらには診断･治療が困難な症例は速やかに浜松医科大学に転送し治療が行える体制が整えられています

ので、安心して受診して頂けます。

■特に力を入れている診療･業務

皮膚疾患は種類が多いため診断が難しい場合もまれではありません。当科では、皮膚の一部

を採取して顕微鏡で調べる皮膚生検を積極的に行い、できる限り正確な診断を目指していま

せ いけん

す。

設備面の特長としては、最新の紫外線治療装置を備えています。この装置は、尋常性乾癬、

じ ん じ ょ う せ い か ん せ ん

掌蹠膿疱症、尋常性白斑、アトピー性皮膚炎などに有効です。

し ょ う せ き の う ほ う し ょ う じ ん じ ょ う せ い は く は ん

■市民の皆様に向けて一言

夏期は患者数が増加するため、診察までの待ち時間が長くなりご迷惑をおかけしています。

待ち時間の短縮のためにも、かかりつけ医の紹介状をお持ちになることをおすすめします。

No.２０ 整形外科

文責 医務局長兼整形外科統括診療部長 浦崎 哲哉医師

整形外科とは運動器の病気や怪我を診察し治療する診療科です。運動器とは神経、骨、関節、筋肉など人間

の体を支え、動かす器官です。運動器の器官はそれぞれが連携していて、そのうちの1つでも障害があると人は手

を動かしたり、歩いたりすることはできません。人間が日常生活を健康で過ごすためには運動器が健康でなくては

なりません。

当科では3つの大きな特徴があります。

1つ目は整形外科には脊椎、関節、スポーツ障害、リウマチ、外傷などの専門分野があり、当科ではそれぞれ専

せ きつい

門の医師が担当しています。またそれぞれの専門の間でカンファレンスを行い、連携して治療にあたっています。

2つ目は当院救急センターとの連携です。救急センターを受診した外傷患者さんを救急科と一緒に治療に当たり

ます。多発外傷においては、さらに脳外科、外科など該当する科との協力のもと集中治療室で全身管理を行いな

がら、治療に当たることができます。

3つ目の特徴は脊椎脊髄センターを有することです。当院では整形外科と脳外科で脊椎チームを組んで、脊椎

せ きつ いせいずい

(頚椎～腰椎、仙椎)の様々な病気や怪我に対応しています。

け いつい
よ う つ い

せ ん つい

また、当科では特に骨粗鬆症とそれに伴う骨粗鬆症性骨折に力を入れています。現在の日本は超高齢社会で

こ つ そ し ょ う し ょ う

す。4人に1人は65歳以上の高齢者です。平均寿命が伸びる一方で健康寿命が伸び

なければ、人生の終盤を寝たきりで過ごす期間が長くなるだけです。健康寿命の延伸

の鍵は骨粗鬆症対策にあります。骨粗鬆症の予防、治療、及び骨粗鬆症に伴う手足

や背骨の骨折に対し早期に手術とリハビリテーションを行い、日常生活レベルの低下を

極力抑えるように努めています。

この地域の皆さんの健康寿命をより伸ばすために、当科がお役に立てればと考えて

おります。

療 科 の 紹 介

紫外線照射装置



９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～
    ■緊急手術や学会等への出席のため、急に休診となる場合や担当医師が変更となる場合があります。

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)

 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

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

　　□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

2014年8月13 日情報

各科外来担当医一覧表

3

4

●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

　

●ペースメーカー外来 火曜日 午後

 

5
腰椎

2

2

●水曜日　１０ヵ月健診　第１・３週
                  予防接種　第４週(9月のみ)
●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

 消化器内科

休診

 糖尿病･
 内分泌内科

 泌尿器科

●月～金曜日午後・火曜日午前は
　完全予約制（手術）
●金曜日 初診 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

 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

●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

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)

2

 小児科

5

Ｈ

4

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


