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【小児科病棟のご紹介】

小さな子どもさんにとって病院は「怖い」「痛い」というイメージを抱きやすいところです。入院時に行う採血や点滴の辛さを軽減さ

せるため、処置室の壁にイラストを飾り、処置中も音楽を流して雰囲気を和らげています。私達看護

師も、笑顔で接し、話す声も優しく温かい雰囲気となるように心がけています。処置が終わった時に

は、たくさん褒めたり、頑張った証として点滴を固定するテープに人気のキャラクターを描いています。

季節毎のイベントも行っており、12月のクリスマスでは、サンタクロースに扮した職員が、手作りの

メッセージカードをお届けしました。病棟内に笑顔が広がるひとときとなりまし

た。

また、ご家族に対して必要な指導や情報提供、育児相談な

どを行い、お子さんの成長・発達をご家族と共に支えていきたいと

考えています。

文責：看護部広報委員会（鈴木杏彩、樋口恵子）

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。

☜出入り口付近から入る風や冷気を

少しでも改善するために1階正面

玄関に風よけ壁を設置しました

クリスマスの様子



１１１１ ココココンンンンビビビビニニニニ受受受受診診診診ととととはははは

医療機関の通常診療時間外に、急を要しない軽症にもかかわらず安易に救急外来を受診することです。

「薬がなくなったから。」、「仕事が忙しくて日中かかることができない。」、「明日は仕事だから。」といった理由で、

夜間・休日に救急センターを受診される方のことを指します。24時間営業のコンビニエンスストアにちょっと買い物に行く感覚

に似ていることから比喩されています。

もしかしたら、思い当たる節がある方もいらっしゃるのでは？このコンビニ受診は、個々のケースだけを取ってみれば、「救急

にかかったけど、軽症で良かった。」くらいのイメージかもしれませんが、救急センターの維持を危うくさせる大きな問題をはらん

でいます。

２２２２ 救救救救急急急急セセセセンンンンタタタターーーーのののの役役役役割割割割及及及及びびびび受受受受診診診診状状状状況況況況

救急センターを受診する患者さんは、毎月1,800人程度で、多い月では2,600人を超えています。

平均すると平日時間外は３2人、土日は1日あたり92人で、昨年度に比べて増加傾向です。（表１）

内訳を見ますと、救急車を利用して受診する患者さんは 全体の

２４％（表２）、軽症者と思われる患者さんは、全体の７４％（表３）にも

なっています。

当院の救急センターは、主に緊急で入院や手術を行わなければ生命に危険が及ぶ重篤な患者さんを受入れるために、

365日医師が交代で勤務し、緊急や重症の患者さんの受入れに備えています。

救急センターでは、軽症・緊急性が低い症状の場合は、必要な処置を行った後、翌日以降に、当院外来又は地域の医療機

関に受診していただくようお願いしています。しかし、通常外来と同等の検査や処置を要求される場合も多くみられます。

救急外来診療の目的をご理解いただき、受診にあたっては本当に緊急かどうかをご確認いただきたいと思います。

３３３３ 掛掛掛掛川川川川市市市市・・・・袋袋袋袋井井井井市市市市のののの救救救救急急急急医医医医療療療療体体体体制制制制

両市ともに、地域の医師会で、初期救急医療を担ってくれています。軽症と思われる場合は、まず、両市の急患診療室をご

利用ください。

症状が重症であれば、受診された診療所から当院を紹介してくれます。

４４４４ ココココンンンンビビビビニニニニ受受受受診診診診をををを控控控控ええええててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

当院の医師は日中の通常診療後、休むことなく当直業務に入り、翌日の日中も診療業務を行っています。医師不足が叫ば

れている中、当直業務における軽症患者さんへの対応を減らさなければ、救急センターの存続、さらに通常の診療科の運営

にさえ支障をきたす恐れがあります。現に、全国ではあまりの過酷さゆえに現場を去ってしまい、診療科の廃止につながってい

る医療機関も存在します。

当院は「断らない救急」を目標として運営しています。しかし、軽症者の対応により、本来、当院が診なければならない重篤

な患者さんへの対応が滞ってはなりません。

当院の救急センターは、主に緊急の入院や処置を必要とする患者さんを対象としています。個人的な都合のみを優先して、

救急センターを受診することは控えてください。

時時時時間間間間外外外外受受受受診診診診ににににつつつついいいいててててののののおおおお願願願願いいいい

～～～～ココココンンンンビビビビニニニニ受受受受診診診診はははは控控控控ええええててててくくくくだだだだささささいいいい～～～～

表1

平日夜間 土曜（夜間） 日曜・祝日

小笠医師会

（掛川・菊川・

御前崎）

掛川医療センター 急患診療室

休診

掛川医療センター急患診療室

診療科：内科、小児科
診療科：内科、小児科、外科

診療時間：19時～22時 診療時間：9時～17時

受付時間：21時30分まで 受付時間：16時30分まで

袋井市医師会

内科系・救急当番医（輪番制）

休診

袋井市休日急患診療室

診療時間：17時～22時 診療科：内科、小児科、外科

診療時間：9時～17時

受付時間：16時30分まで

表2 表3



No.4 神経内科

文責 副院長兼神経内科診療部長 若井 正一医師

神経内科では、歩きにくい、手足に力がはいりにくい、手足がしびれる、話しづらい、気を失う、痙攣する、もの忘れをす

けいれん

るなどの症状を扱います。対象とする疾患は、脳梗塞、てんかん、認知症、脊髄疾患、末梢神経障害、筋疾患などで

せきずい
まっしょう

す。

外来はBブロックにあります。月曜日から金曜日まで、午前中に診察しています。原則予約制であり、可能な限り紹介

状をお願いしています。特殊外来として、もの忘れ外来を月曜日（午後）と木曜日に、睡眠外来を月曜日と水曜日に設

けています。

入院は主に6階西病棟となります。脳梗塞、てんかん、パーキンソン病、睡眠疾患などの

患者さんが多数を占めています。

当科の特徴として、第一に、睡眠医療への取り組みが挙げられます。日本睡眠学会の

A型認定施設として、睡眠時無呼吸症候群、ナルコレプシー、特発性過眠症、レストレス

レッグス症候群、レム睡眠行動障害などの診療に当たっています。6西病棟の睡眠医療

センターにて睡眠検査を行っています。第二に、認知症への取り組みです。県が指定する

認知症疾患医療センターの一つとして、アルツハイマー病、脳血管認知症、レビー小体型

認知症などの患者さんの外来診療を行っています。

から

科
療

診

No.５ 循環器内科

文責 循環器内科部長兼心血管内治療センター長 森川 修司医師

■■■■循循循循環環環環器器器器内内内内科科科科基基基基本本本本方方方方針針針針■■■■

(ア) 世界基準の最新医療を提供します。

(イ) 緊急疾患に対しては365日24時間体制で、時機を失することなく対応します。

(ウ) 急性期から慢性期まで、連続的で、きめの細かい医療を提供します。

(エ) 近隣の開業医の先生方と良好な連携を保ち医療を提供します。

(オ) 看護師をはじめとしたコメデイカルとの良好なチームワークのもとに、全人的で満足度の高い医療を提供します。

(カ) 『患者さんのために何が一番、最良か』を常に考え診療します。

■■■■概概概概要要要要・・・・特特特特色色色色■■■■

突然発症し、生命を脅かし速やかな対応を要する疾患として急性心筋梗塞や不安定狭心症、急性心不全、肺塞栓症な

どがあげられますが、当科では365日、24時間体制で、必要な患者さんにはいつでも緊急でカテーテル治療を初めとした処

置や治療を行える体制をとっています。

心臓だけでなく近年ますます増えてきている全身の動

脈硬化による疾患も循環器内科の領域です。足の血管

が細くなる閉塞性動脈硬化症、頭へ行く血管が細くなる

へ い そ く

頸動脈狭窄症（脳梗塞の原因になります）、血圧の変動

けいど うみゃくきょうさ くし ょう

を招く腎動脈狭窄症などについても、リスクのある患者さ

んには非侵襲的な検査を行い、薬物治療に加え必要と

ひ し ん し ゅ う

考えられればカテーテル治療を行っています。さらに不整

脈に対しても薬物療法に加えカテーテル治療や、ペース

メーカー植え込み術を行っています。またこれら以上に、

動脈硬化のリスクファクターである高血圧、脂質異常、

糖尿病などを管理し、動脈硬化による合併症を起こさせ

ないといった予防学的観点から患者さんを診ることが、重要な役割と考えています。

当科では地域住民の皆さんが健康で幸せに暮らせるよう、予防から最新治療まで、患者さんにとって何が一番、最良か

を考えチームとして診療を行っています。

6階西病棟検査室

循環器内科の医師と循環器内科病棟のスタッフ

●1月1日から小児科に医師が加わりました。

久保田 晃 統括診療部長（昭和60年卒）

塩澤 亮輔 医長（平成18年卒）

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。



２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 紅林伸丈

ＰＭ

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) 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 森下真梨子 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 交代制 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

4 ＡＭ 青島正浩／兼子泰一

5 ＡＭ 犬塚学 犬塚学 糟谷啓 犬塚学 犬塚学

ＡＭ 久保田登志子 久保田晃 久保田登志子 久保田登志子 久保田晃

ＰＭ 久保田登志子（予） 久保田登志子（予） 久保田登志子（予）

ＡＭ 久保田晃 福家辰樹 (ｱﾚﾙｷﾞｰ) 西尾友宏 久保田晃 関　圭吾 ●金曜日　関は心臓外来（午後）

ＰＭ 西尾友宏(ｱﾚﾙｷﾞｰ) 中西（内分泌） 関　圭吾（心臓）

ＡＭ 佐野伸一朗 矢田宗一郎 矢田宗一郎 関　圭吾 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 関　圭吾 塩澤亮輔

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 塩澤亮輔 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

5 ＡＭ 泉智沙子 泉智沙子 泉智沙子

6 榎本　美紀 臼井広明 美馬勝人 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

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）

2

 小児科

5

Ｈ

4

●水曜日は紹介患者のみ
●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

交代制

 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

●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
●犬塚　火曜日は午後診療あり
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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)
　　4人のみ、完全予約(池中)
●月、水曜日午前は睡眠外来
　紹介状なしでも予約可。事前にお問い
　合わせ下さい。

　

●ペースメーカー外来 火曜日 午後

 

5
腰椎

2

2


