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昨年４月に看護師として働き始めてから1年が経ちました。

この1年、多くの患者さまと関わる中で、看護師は人の健康や

命に関わる大変な仕事だと改めて実感しました。

看護師として働きはじめ貴重な経験もしましたが、自分の

ことで精一杯で至らないところも多くあったと思います。

しかし、先輩方、同期、家族や患者さまの笑顔に支えられ、

この1年を乗り越えることができました。

3月3日、1年目の修了式が行われ、新人の印として名札に

つけていた『初心者マーク』を外しました。まだまだ分からない

ことが多く、不安を感じることもありますが、看護師の役割を果

たしていけるようにこれからも努力していきたいと思います。

文責 萩原 千晶（6階西病棟）

4月に採用された新人看護

職員は、名札に『初心者マーク』

を付けて業務を行います。

1年かけて所定の研修プログ

ラムを修了すると、その証とし

て『初心者マーク』を外し、

一人前の看護職員として業務

につきます。

～～～～看看看看護護護護師師師師1111年年年年目目目目をををを振振振振りりりり返返返返っっっってててて～～～～

将来、看護師又は助産師として当院に勤務する意欲の

ある看護学生に修学資金の貸与を行っています。

募集人数 ： 10名

募集期間 ： 平成27年4月1日～募集人数に達するまで

貸与金額 ： 月額 ３万円

貸与期間 ： 貸与決定の月から卒業の月まで

返還の免除 ： 当院に正規の看護師又は助産師として勤務

した期間が貸与を受けた期間に達した場合

※貸与については、書類審査があります。

◎申請方法、提出書類等詳しいことは当院ホーム

ページもしくは管理課までお問い合わせください。

【電話： 0537-21-5555（代表）】

1年目看護師修了式



中東遠総合医療センターでは職員を募集しています！

今年で開院３年目を迎える当院は、一日あたり約1,230人の外来患者さまと420人の入院患者さまに医療を提供している

中東遠地域の急性期医療を担う基幹病院です。ぜひ、あなたも当院で活躍し、地域医療の発展に貢献しませんか？

募募募募集集集集内内内内容容容容

平成27年度

採用

● 事務職員（経験者採用） 若干名 （採用時期については応相談）

昭和45年4月2日以降に生まれた方で以下のいずれかの条件を満たす方

・病院での勤務経験（医事のほか、物品、医療機器等の管理、経理などの病院管理）が

応募時点で5年以上ある方

・医療機器メーカーや製薬会社等で病院関連の業務経験が応募時点で5年以上ある方

・民間企業等において労務関係の業務経験が応募時点で5年以上ある方

平成28年

4月1日採用

ア 薬剤師 若干名 昭和50年4月2日以降に生まれた方で有資格者

イ 診療放射線技師 １人程度 平成元年4月2日以降に生まれた方で有資格者

ウ 臨床検査技師 １人程度 昭和55年4月2日以降に生まれた方で有資格者

エ 理学療法士 １人程度 平成2年4月2日以降に生まれた方で有資格者

オ 臨床工学技士 １人程度 平成2年4月2日以降に生まれた方で有資格者

カ 助産師・看護師 40名程度 昭和45年4月2日以降に生まれた方でそれぞれ有資格者

キ 事務職員 若干名 平成2年4月2日以降に生まれた方で高等学校卒業以上

の学歴を有する

※平成27年度中に資格取得見込み、卒業見込みの者を含みます。

※地方公務員法第16条の欠格条項に該当する方は受験できません。

※詳しくは当院ホームページをご覧ください。

受受受受付付付付期期期期間間間間

●助産師・看護師：4月1日（水）～ 6月1日（月）午前8時30分～午後5時（土・日、祝日は除く）

※郵送等の場合は6月1日（月）必着

●上記以外の職種：4月1日（水）～ 5月15日（金）午前8時30分～午後5時（土・日、祝日は除く）

※郵送等の場合は5月15日（金）必着

申申申申込込込込方方方方法法法法 申込用紙に必要書類を添えて管理課総務係に持参か、郵送してください。

申申申申込込込込書書書書のののの

請請請請求求求求

管理課総務係で交付します。郵送を希望する方は、電話：0537-21-5555（代表）にてお問い合わせください。

当院ホームページからダウンロードすることもできます。
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3月10日、昨年7月に各部門で設定した目標及び行動計画につい

ての成果発表会を開催しました。

発表会には職員だけでなく、企業団議会から議員の皆様にもご参加

いただきました。

全部門合わせて62の目標を設定し、その達成に向けて7月から9ヵ

月間取り組みました。その結果、多くの部門で目標を達成することが

でき、医療・看護の質向上、業務の効率化はもちろんのこと、職員の

業務に対する意識が向上しました。

今後も引き続き、安定した経営と医療の質の向上に向けて

職員一丸となって取り組んでいきたいと思います。

部門別行動計画成果発表会の様子



No.７ 外科

文責 外科診療部長 京兼 隆典医師

胃、小腸、大腸、肝臓や膵臓といった、食物の消化吸収に関わる臓器を消化器と言います。

す い ぞ う

現在、日本人の２人に１人ががんになる時代となりましたが、そのうち約半数が消化器に発生

するがんであることをみなさんご存知でしょうか。なかでも、近年の食生活の欧米化と高齢化に

より、急速に増加し注目されているのが大腸がんです。われわれ外科チームは、消化器がん

の治療には特に力を入れていますが、今回は近年注目されている大腸がんの治療に対する

当科の取り組みについてご紹介します。

当院は平成25年5月に開院しましたが、以来、平成27年2月までに229例の大腸がん手術

を行っています。そのうち、121例、52.8％の患者さんに対し腹腔鏡による手術を行いました。

ふ く く う き ょ う

腹腔鏡手術というのは、おなかに５ヶ所ほど1cm前後の小さな傷をつけ、腹壁に穴をあけ、そこ

から特殊なカメラ、電気メス、腸などをつかむ器具を挿入し、モニターを見ながら手術を行うものです。おなかを大きく開

けませんので、キズは小さくほとんど目立ちません。また、術後の回復も早いというメリットがあります。また、ハイビジョン

カメラシステムなどの導入により、おなかを開ける手術と比較しても、質的に同等の手術を行うことが可能となってきまし

た。我々は、まず安全性を第一に考え、そのうえで適応のある症例に対し腹腔鏡の手術を行うようにしています。

一方、かなり進行してしまった状態で発見される大腸がんもよく見られます。たとえば、肝臓に転移してしまった大腸が

んや、肛門に近い大腸（直腸といいます）のがんが膀胱、前立腺、子宮などの近接臓器に浸潤した状態で発見された

ぼ う こ う しんじゅん

場合などです。大腸がんの場合、これらの高度に進行した状態でも、転移臓器や浸潤臓器を切除することにより、長期

間再発なしで生存されている患者さんが少なからずみられます。また、抗がん剤を手術と組み合わせて投与することに

より、さらに治療成績は向上しています。当院では、進行大腸がんに対する浸潤臓器・転移臓器切除、抗がん剤と組み

合わせた手術も、適応のある患者さんに対しては積極的に行っています。大腸がんは、高度に進行してしまっても治療

を諦めてはいけないがんであると考えています。

から
科

療
診

●３月３１日付けで、３名の医師が退職しました。今までありがとうございました。

一居 武夫医師（循環器内科）

島村 涌子医師（腎臓内科）

谷本 一美医師（腎臓内科）

No.８ 人工透析外科

文責 人工透析外科診療部長 沼野 正浩医師

人工透析外科の主たる業務は、①当院血液浄化センターに通院されている末期腎不全患者さんの維持透析管理、

②維持透析患者さんのvascular access（*1）のトラブルに関する外科的治療、③検査・治療のため入院加療が必要に

なった維持透析患者さんの入院中の透析管理 の3つが中心となっています。

腎臓が病気により機能しなくなってしまった患者さんは、腎代替療法（腎臓の代わりになる治療）が必要になります。具

体的には1)血液透析、2)腹膜透析、3)腎移植 の３つが挙げられますが、当院では血液透析・腹膜

ふ く ま く

透析の選択が可能です。腎移植に関しては、残念ながら現時点において当院で施行はできません。

しかし、当科は名古屋第二赤十字病院移植内分泌外科のグループの一員として活動しておりますの

で、腎移植やCKD･MBD(*2)治療におけるPTx（*3）に関しては名古屋第二赤十字病院移植内分泌

外科との連携により対応しています。

京兼医師

*1 シャントとも呼ばれるものです。血液透析には大量の血液を浄化する必要がありますので、容易に治療に必要な大量の

血液が取り出す必要があります。そのため一般に左手の脈をとる動脈と、前腕に見える皮静脈を繋げ毛細血管を通らず

に静脈に流入させ、多くの血液を取り出しやすくしたものです。

*2 CKD-MBD：慢性腎臓病における骨ミネラル代謝異常 腎臓は尿を作ることが注目されますが、他にも重要な機能が

あります。1)ビタミンＤの活性化、2) 造血ホルモンの分泌、3) 尿を作ることも含めたミネラルバランスの調節などです。腎

臓の機能の内1)、3)がなくなることで引き起こされる全身の諸問題：動脈の変化（壁の石灰化、特に心血管系の変化が

問題）、骨異常、検査値異常（カルシウム・リン・副甲状腺ホルモンなど）をまとめた病態です。

*3 PTx（副甲状腺全摘及び一部前腕筋内自家移植術）は透析を行う事で合併してくる副甲状腺機能亢進症に対する

外科的治療法です。副甲状腺機能亢進症も上記CKD-MBDに属す病気です。



４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) 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
加藤毅人

(呼吸器外科)

1 ＡＭ 城向裕美子 田中総一郎 磯部龍夫 城向裕美子

ＡＭ 森川修司 紅林伸丈 黒田裕介 森川修司 紅林伸丈

ＰＭ

3 ＡＭ 杉浦由規 川瀬治哉 杉浦由規 黒田裕介 磯部龍夫

4 ＡＭ 打田淳 梅津正成 (初) 小出和雄 内田賢一(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)

3 ＡＭ 雨宮哲郎

3 福井保太

4 葛伸一 牧野靖 小沢直也 森下真梨子 牧野靖

5 渡邊智治 藤田豊
渡邊/稲垣

隔週
藤田豊 稲垣浩司

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 藤尾正人 (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 兼子泰一 兼子泰一 兼子泰一 兼子泰一

5 ＡＭ 犬塚／栗山 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

6～11

Ｅ

 総合内科

 呼吸器内科

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

●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　犬塚／栗山は第１・３・５週
　　　　　青島／兼子は第２・４週
●犬塚　火曜日は午後診療あり
●兼子　木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


