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日経ビジネスが作成した、経営力を指標にした「病院経営力ランキング」が６月に初めて公開され、当院は全国で22位
（静岡県で１位）となりました。根拠としたのは厚生労働省が2003年度から導入したＤＰＣデータです。

ランキングの対象はＤＰＣ準備病院やＤＰＣ調査参加病院を含む全国1798病院。
集客力(退院患者数、退院患者数シェア、退院患者数増加率)、
効率性(患者構成指標、在院日数指標、病床稼働率、機能評価係数Ⅱ)、
提供体制(医師数、看護師数、専門医割合、臨床研修人気度)、
収益力(ＤＰＣ入院総収入額、１日当たり単価、１床当たり収入、１患者当たり収入)
という指標ごとに偏差値を算出。それらを加重平均して総合得点で比べた。医師数、看護師数、専門医割合は都道府県
が公表する医療機能情報を使用した。指標分析は、全国の急性期病院の診療実績をウェブで公表している「病院情報局」
（運営：ケアレビュー）が協力した。１位から50位は下表のとおり。(丸数字が順位、病院名は略称）

出典：『日経ビジネス』2015年6月1日号／日経BP社の許可を得て転載。無断転載/複製禁止。

５月30日に開催し、136名の方が聴講しました。

第11回 医療市民講座のご案内

日時：9月19日(土) 午前10時～正午
場所：当院 ３階 大会議室

講師① 救急科部長（科長）
兼救急センター長
兼ＩＣＵ・ＣＣＵセンター長
松島暁 医師

演題 「市民のみなさんが行う
災害時のトリアージ」

講師② リハビリテーション室長
岡部敏幸 理学療法士

演題 「良い姿勢とは？
～心の軸、身体の軸～」

参加費：無料
申込み：不要。

直接会場にお越しください。
問合せ：経営戦略室

TEL：0537－21－5555

次回のご案内

① 済生会熊本病院 ⑪ 湘南鎌倉総合病院 ㉑ 札幌北楡病院 ㉛ 長崎大学病院 ㊶ 沼田脳神経外科循環器科病院

② 熊本医療センター ⑫ 洛和会丸太町病院 ㉒ 中東遠総合医療センター ㉜ 福岡県済生会福岡総合病院 ㊷ 厚地脳神経外科病院

③ 神戸市立医療ｾﾝﾀー 中央市民病院⑬ 福岡新水巻病院 ㉓ 埼玉医科大学国際医療ｾﾝﾀｰ ㉝ 菊名記念病院 ㊸ 伊勢赤十字病院

④ 石巻赤十字病院 ⑭ 済生会 横浜市東部病院 ㉔ 日本赤十字社医療ｾﾝﾀｰ ㉞ 一宮市立市民病院 ㊹ 道東脳神経外科病院

⑤ 東京都立多摩総合医療ｾﾝﾀｰ ⑮ 愛知県厚生連安城更生病院 ㉕ 飯塚病院 ㉟ 豊橋市民病院 ㊺ 横浜市立大学附属市民総合医療ｾﾝﾀｰ

⑥ 沖縄県立中部病院 ⑯ 大崎市民病院 ㉖ 東海大学医学部付属病院 ㊱ 総合病院 国保旭中央病院 ㊻ 聖路加国際病院

⑦ 熊本赤十字病院 ⑰ 倉敷中央病院 ㉗ 戸畑共立病院 ㊲ 和歌山県立医科大学附属病院㊼ 藤沢市民病院

⑧ イムス葛飾ﾊｰﾄｾﾝﾀｰ ⑱ 武蔵野赤十字病院 ㉘ 札幌白石記念病院 ㊳ 徳島県立中央病院 ㊽ 札幌東徳洲会病院

⑨ 徳島赤十字病院 ⑲ 東京ﾍﾞｲ・浦安市川医療ｾﾝﾀｰ㉙ 中部徳洲会病院 ㊴ 岩手県立中部病院 ㊾ 八戸市立市民病院

⑩ 船橋整形外科病院 ⑳ 小笠原ｸﾘﾆｯｸ札幌病院 ㉚ 一之瀬脳神経外科病院 ㊵ 自治医科大学附属病院 ㊿ 敬愛会中頭病院



“医療安全・環境管理室”…？ 病院ではあまり耳慣れない部署名かと思います。

当室には、感染対策部門と医療安全部門があります。

この２つの部門は、患者さんが安全に安心して入院生活を送ることができるように、また職員が安全に働けることを

目的として、感染や医療安全の視点から、様々な診療環境の改善や、質の高い医療を提供できるように活動しています。

【感染対策部門】

感染対策部門の具体的な活動の一つに“手洗いの定着”が

あります。手洗いは、感染防止の視点で簡単かつ最も重要な

役割をもっています。当院では、入院患者さんやご家族にし

っかりマスターして実施していただこうと手洗いの推奨をし

ています。手洗いは“感染防止の第一人者”なのです。

【医療安全部門】

次にご紹介したいのは、医療安全部門の具体的な活動です。

医療を提供するために最も重要なことは、“ご本人”に必要な医療の提供を行うということです。「えっ、そんなこと？」

と思われるかもしれませんが、平成11年に日本で起きた患者間違いが発端となって

起きた大きな医療事故を繰り返さないようにと、今、医療安全界では、患者さんの

“本人確認”に必死で取り組んでいます。

病院スタッフによる名前確認だけでは不十分になりがち。そこで、“患者さんに

お名前を名乗っていただく”ことが重要だと言われており、当院も一生懸命取り組

んでいます。病院スタッフから本人確認をお願いされた時は、是非ご協力ください。

こんな当たり前のような、基本的なことがきちんと行われることが大事なことと

捉え、日々奔走しています。

文責：医療安全・環境管理室参与兼医療安全専門官 松井とも子

「目標設定に向けて・・」研修会を開催しました！

看護師は、患者さんが健康を取り戻すために治療の補助や日常生活の援助を行ってい

ます。日々変化する患者さんに、24時間対応するため、看護師はチームを組んで働いて

います。看護チームの協力体制を強化するためには、看護職員一人ひとりがそれぞれの

役割を自覚できる目標設定と、同じ目標に向かって活動することが重要です。

６月６日、ときわ会（福島県いわき市）相談役の野中時代先生

を講師にお迎えし研修会を開催しました。テーマは「部署別目標

設定に向けて現状分析方法をマスターする」。所属部署の内部環

境や外部環境から部署の課題をみつけ、部署目標設定につなげる

手法について学びました。

野中先生は、実績ある看護管理の経験を交えて、多くの質問に

もわかりやすく説明してくださいました。

今回の研修を通じて、今年度の部署目標を設定することができ

ました。私たちは、目標に向かって、看護実践の現場で元気に活

動してまいります。

（文責：看護部広報委員会 萩原智美）
講師の野中時代先生
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八木副院長兼看護部長



No.１2 放射線診断科

文責 副医務局長兼放射線診断科診療部長 大川賀久医師

● 放射線診断科の業務
放射線診断科の業務は大きく分けて二つあります。一つはＣＴ、ＭＲ、核医学、

血管造影などの画像診断、もう一つは肝腫瘍に対する動注塞栓療法、出血に対
しゅよう そくせん

する塞栓療法などの血管内治療です。
当院は２年前、開院に際して最新医療機器を取り揃えました。一番の特徴は

中東遠地域で初めて「ＰＥＴ／ＣＴ（陽電子放射断層・コンピューター断層複
合撮影装置）」を導入したことです。ＰＥＴ／ＣＴは「がん細胞は正常な細胞
の３倍以上のブドウ糖を必要とする」ということを利用して「がん」を高確率
で見つけることができる装置です。条件にもよりますが、最小で５ミリのがん
を見つけ出すことができます。一回の検査で全身撮影が可能です。
その他、ＭＲ（磁気共鳴撮影）装置、ＣＴ（コンピューター断層撮影）装置、

血管撮影装置、放射線治療装置なども最新のものを取り揃えました。

● 日本の「画像診断」･「放射線科医」の実態
日本の病院における勤務医数では放射線科医は多い方から11番目で、全体の3.2％（2012年厚生労働省データ）です。

ＯＥＣＤ加盟26カ国中で日本は、人口100万人あたりの放射線科医師数は最下位（平均の１／３）、ＣＴ／ＭＲ装置台数

あたりの放射線科医師数は0.28名／台（平均3.3名）であり、日本はＣＴ／ＭＲ装置は多く、放射線科医師数は少ないと
いえます。日本の放射線科医は最低でも現在の２倍は必要と言われています。
日本では放射線科医により画像診断されるのは全体の３～４割程度です。当院では放射線科医が約９割画像診断をし

ています。

● 当院の実績
当院放射線診断科の常勤医は現在３名です。浜松医大などからの非常勤の医師もいます。

平成26年の年間の読影(画像を診断して報告書を書くこと)件数は計約35,000件でした。月約3,000件、平日約130件、
休日約50件です。常勤放射線診断医一名あたりの読影件数は全国トップクラスです。旧病院との比較では読影件数は約
2.5倍に増えました。
年間の内訳はＣＴが約26,000件、ＭＲ（磁気）が約8,000件、核医学が約1,500件、血管造影が約70件、その他エコー

（超音波）、胃透視などがあります。約２割は磁気や超音波などの非放射線の画像検査です。

● 血管内治療
例えば交通事故などの多発外傷の場合、造影CTなどで何カ所からそれぞれどのくらいの出血があるかを迅速に診断し、

急いで止血しなければなりません。時間との戦いです。それぞれの血管によって長さや形が違うカテーテルを使い分け
て検査、治療を行います。処置が迅速、適切に行われ、救命や回復につながれば非常にうれしいです。

● 最後に
正確な診断ができないと正しい治療はできません。脳神経外科医や救急医など画像診断に協力していただいている医

師には大変感謝しています。また、放射線診断科の仕事は医師だけではできません。放射線技師や看護師などスタッフ
全員の協力が非常に大切です。スタッフはみんな熱心でがんばっています。

から科療診

放射線診断科医師

産後のぽっこりお腹には原因があります。その原因の一つが妊娠・出産による骨盤のゆるみです。

今回その骨盤のゆるみを自分で確認して、一緒に直しませんか？

・ 開催日時：平成27年８月８日（土）午前10時～11時30分（受付：９時40分～）
・ 会 場：中東遠総合医療センター ３階大会議室（掛川市菖蒲ヶ池１－１）

・ 参加人数：15人（先着順で産後２ヶ月以上の方）

・ 参 加 費：無料

・ 持 ち 物：タオル、飲み物、筆記用具 （動きやすい格好でご参加ください）

・ 講 師：中東遠総合医療センター 理学療法士 伊藤早季

・ 申込方法：①氏名、②メールアドレス、③電話番号を明記のうえＥメールにてお申し込みください。

申し込み順で参加の可否はメールにてご連絡いたします。
申込先アドレス：sangokea@outlook.com （このアドレスからメール受信できるようにお願いします）

・ 申込期日：７月28日（火）

問合せ先：中東遠総合医療センター リハビリテーション室 伊藤

電話 0537-21-5555(代)

理学療法士による講座を開催します！（一般社団法人 静岡県理学療法士会主催）

「産後の骨盤ケア ～お尻周り自信ありますか？～」



７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 赤堀利行(予) 伊藤裕司(予) 伊藤裕司(予)

2 ＡＭ 伊藤裕司(初) 伊藤裕司(初) 赤堀利行(初) 赤堀利行(初) 赤堀利行(初)

6 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 藤尾正人 藤尾正人 藤尾正人 藤尾正人 (初) 藤尾正人 (初)

ＡＭ 若山博隆 (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

ＰＭ 関　圭吾（心臓）

ＡＭ 西尾友宏 矢田宗一郎 矢田宗一郎 矢田宗一郎

ＰＭ 佐野伸一朗(内分泌) 矢田宗一郎(予) 都築一夫 (腎臓) 西尾友宏 (ｱﾚﾙｷﾞｰ) 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 臼井広明 山田大貴 臼井広明

5 ＡＭ 泉智沙子 泉智沙子 泉智沙子

6 小黒　美樹 疋田由美子 疋田由美子 疋田由美子

 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

 小児科

5

Ｈ

4

1

3

 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

2

●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
　　　　　　  藤尾は第２・４週

●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

 産婦人科

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

●心臓外来（心エコー室・予約外来）
　　毎週金曜日午後　　　関
　　第１・３月曜日午後　岩島
　　第１木曜日午後　　　石川

●腎臓外来
　　第２水曜日　　　　　都築
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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


