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◆マークの意味
２つの緑の輪は、両市それぞれの代表的な特産物である「お茶」(掛川市)と「メロン」

(袋井市)を、それらを包むオレンジ色の輪は、両市ともに「市の木」として広く親しまれ

ている「きんもくせい」の花をイメージしています。

また、２つの緑の輪をつなげることにより、数字の「８」で末広がりを、さらに右肩上

がりで今後の発展をもイメージしています。

◆マークに込められた想い
キーワードは「統合」。当院は、旧掛川市立総合病院と旧袋井市立袋井市民病院との統

合で誕生した病院であり、両市及び中東遠地域の絆と発展への想いが込められています。

また、全体として、「掛川市及び袋井市をはじめとする中東遠地域の基幹病院として、

すべての人に質の高い医療を提供し、愛され、信頼される病院を目指す」という病院の理

念を表現しています。

が決定しました！



平成２７年度 新規採用研修医（１年目）紹介

【研修医（１年目）９名】

猪田 浩隆（いのだ ひろたか）

千葉県出身です。大学を一度卒業して30歳での新人

ですが、早く皆様のお役に立てるよう、当院で一生懸

命頑張りたいと思います。

林 裕樹（はやし ゆうき）

長崎大学を卒業しましたが、浜松市出身で、研修先

は静岡県内を考えておりました。地域の方々に頼って

いただけるような医者になるべく頑張ります。

坂東 皓介（ばんどう こうすけ）

浜松市出身で、産業医科大学（福岡県）を卒業しま

した。掛川・袋井という新しい環境にも少し慣れてき

ました。日々研鑽を積み医師として一人前になれるよ

う頑張ります。

原田 みりい（はらだ みりい）

湖西市出身で、福岡県の大学にいました。久しぶり

の静岡県を満喫しつつ、地域の皆様の健康に少しでも

役立つよう、明るく精一杯頑張りたいと思います。

田中 智大（たなか ともひろ）

静岡県出身で、高知大学を卒業しました。大学では

サッカーと軽音とボランティア関連のサークルに所属

していました。まだまだ未熟者ですが、早く皆さんの

力になれるよう日々勉強していきたいと思います。

山本 雅人（やまもと まさと）

静岡県出身で、島根大学を卒業しました。住み慣れ

た環境のもと、日々の研修に励んで参りたいと思いま

すのでよろしくお願いいたします。

伊藤 裕（いとう ゆたか）

掛川市出身で、浜松医科大学を卒業しました。地元

の病院で働けることを大変嬉しく思っています。勉強

させていただくことが多いかと思いますが、皆様の健

康に少しでも貢献できればと考えています。

大鐘 健一朗（おおがね けんいちろう）

島田市出身です。大学、大学院ともに工学系を卒業

し、総合電機メーカーに勤務した後、大学医学科を卒

業しました。地元静岡にて勤務することができ、大変

嬉しく思います。誠実な診療を心掛けていく所存です。

田中 史子（たなか ふみこ）

牧之原市出身で、島根大学を卒業し、静岡県に戻っ

てきました。大好きな静岡で研修ができることを嬉し

く思っています。少しでも地域の皆様の健康のお役に

立てるように頑張っていきたいと思います。

患者さんに寄り添う看護を提供します

２年前、混乱のなか統合新病院が開院してから、開業医の

先生方をはじめ地域の皆様のご指導とご支援を頂き、急性期

病院としての機能も充実して参りました。日頃のご協力に感

謝いたします。

看護部は、今年度から看護部長が変わり新体制になりました。

看護部長、副看護部長、看護師長合わせて20名が看護職員約

630名の中心となって看護部を運営しております。

さて、当院の入院期間は平均10日となっています。診療科により長短はありますが、今後もさらに短くなること

が予測されます。これは当院だけでなく多くの急性期病院に共通した傾向です。

看護職員は、地域連携室とも協力しながら、患者さんが入院された時点で退院に向けた支援や調整をしております。

急に退院が決まり十分な調整ができないままお帰り頂くことがないように、早くから相談させて頂いています。今

後も、看護部の理念である『専門的な知識・技術と温かい心で、あなたに寄り添う看護を提供します』に向かって、

体制や職員教育を充実していきたいと考えています。

地域の皆様が適切で最良な医療を受けられるよう、今後とも地域の皆様と一緒に考え実現していきたいと思います。

（文責：副院長兼看護部長 八木 純）

看護部長ほか看護部の中心メンバー



No.１１ 泌尿器科

文責 副院長兼泌尿器科診療部長 蟹本雄右医師

当科は尿路悪性腫瘍、前立腺肥大症、尿路結石、尿路感染症
しゅよう

など泌尿器科疾患一般を主な診療対象としています。

１ 尿路性器悪性腫瘍（腎がん、腎盂尿管がん、膀胱
じ ん う ぼうこう

がん、前立腺がん、精巣がん）
腎がんや腎盂尿管がんは原則摘出手術を行います。最近は腹腔鏡

ふくくうきょう

手術で行うことが多くなっています。
膀胱がんのうち、表在性のがんでは内視鏡手術で切除します。

しかし、進行している場合は膀胱全摘術を行います。膀胱内再発
を予防する目的で膀胱内に薬を注入する治療も行います。
前立腺がんに対しては、手術、放射線、ホルモン剤、無治療経

過観察などの選択をがんの悪性度と進行度、患者さんの年齢・全
身状態さらに患者さん自身の希望を勘案して決定しています。

２ 前立腺肥大症
外来患者さんのうち最も多い疾患です。おもに内服治療を行っています。尿閉などの重症例には内視鏡手術

（TURP）を行っており、手術後の入院期間の短縮を可能にするよう努力しています。

３ 尿路結石
尿路結石症の治療は体外衝撃波結石破砕（ESWL）を中心に行っています。ESWL単独での治療が困難な症例に

対しては積極的に短期間入院での内視鏡手術（TUL）を行い良好な治療成績をあげています。

現在、当科では予約診療、検査、手術等を円滑に行うため、緊急性を伴う場合を除いて、外来受診にはかか
りつけ医から紹介状をいただいての受診をお願いしています。また症状の落ち着かれた患者さんには近医での
治療継続（逆紹介）を積極的に進めています。今後も中東遠地域の専門施設として、常に新しい情報と治療法
を提供するとともに、地域の病院、診療所の先生方と協働して地域医療を充実させることが当科の責任である
と考えています。ご理解とご協力をお願いいたします。

から科療診

泌尿器科の医師と外来スタッフ

睡眠医療センターで行っている終夜睡眠ポリソムノグラフィ（PSG）の紹介をいたします。

終夜睡眠ポリソムノグラフィ（PSG）検査とは、眠っている
間の睡眠と呼吸状態を調べる検査で、睡眠時無呼吸症候
群（SAS）などの睡眠関連疾患を診断する上でとても重要
です。体にセンサーを貼り付けるのみで、痛みを伴う検査
ではありません。

睡眠時無呼吸症候群（SAS）とは、睡眠中に何度も呼
吸が止まった状態(無呼吸)を繰り返す病気です。日中強
い眠気を感じたり、また症状を放っておくと生活習慣病を
招いたり、悪化させる恐れがあるため、早期発見・治療が
大切です。

当院の特徴として、検査技師が終夜監視PSG（attended-
PSG）を実施しているので、センサー外れや患者急変時にも
早期に対応でき、安全で質の高い検査を提供しています。
また、“中枢型無呼吸”を正確に診断するために「食道内圧
測定」というシステムを昨年より導入したため、中枢型の診断
精度が向上し、総合病院ならではの検査・治療が可能となっ
ています。

いびき・無呼吸の指摘、強い眠気などの自覚症状があるようでしたら睡眠外来への受診をお勧めします。
睡眠外来の診察は毎週月曜日・水曜日の午前中です。

部署別コラム Vol. 1３ 臨床検査室



６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/紹)

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 (紹/予)
蛯沢克巳（予）
（形成外科）

●形成外科 第２､４金曜日

ＡＭ 小松知也 (再)
小早川知範

(リウマチ外来)(再)
小松知也 (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 (紹/予)

(脊椎)
浦崎哲哉 (紹/予)

(脊椎)

6 ＡＭ
加藤毅人

（呼吸器外科）

7 ＡＭ 京兼隆典 久世真悟 久世真悟 京兼隆典 河合徹

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）

1 ＡＭ 城向裕美子 田中総一郎 太田竜右 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(予) 赤堀利行(初)

3 ＡＭ 雨宮哲郎

3 福井保太

4 葛伸一 牧野靖 (再) 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 関　圭吾 久保田登志子 久保田登志子 関　圭吾

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) 久保田晃 塩澤亮輔 久保田晃 ●金曜日　関は心臓外来（午後）

ＰＭ 中西 関　圭吾（心臓）

ＡＭ 西尾友宏 矢田宗一郎 矢田宗一郎 西尾友宏 (ｱﾚﾙｷﾞｰ) 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 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

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 中安　一孝 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 稲垣　浩司 渡邊　智治 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、（紹）：紹介　　　　　　　　※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

 外科

●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

Ｄ

2

 小児科

5

Ｈ

4

1

3

 産婦人科

 皮膚科

●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

Ｇ

●月曜日　岩島は第１・３週
●水曜日　都築は第４週(不定期）
●月曜日　佐野　内分泌外来
●木曜日　西尾　アレルギー外来
●第１木曜日　石川　心臓外来

●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　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（予約のみ）
●兼子　木曜日は午後診療あり（予約のみ）

●紹介患者のみ
●火曜日　牧野は再診のみ

●紹介患者のみ

 整形外科

 神経内科

休診

●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

●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

Ａ

Ｆ

Ｂ

 循環器内科

 脳神経外科

2

 消化器内科

 糖尿病･
 内分泌内科

 泌尿器科

 腎臓内科

2015年5月18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)
　　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
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腰椎

2


