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８月１日、当院は静岡県下で10番目となる「救命救急センター」に指定されました。
７月29日の式典には、両市関係者をはじめ、県、県議会、大学、医師会、近隣病院など

多くの関係者にお越しいただき指定を祝いました。また、名倉企業長兼院長と救急科部長
兼救命救急センター長の松島医師から、指定に当たり関係者及び当院スタッフへの感謝の
ことばと、今後の力強い決意が述べられました。

～静岡県下で10番目の救命救急センターに指定されました～

平成25年５月に開院した当院は、初年
度から救急搬送数や救急センター受診者
数は県下で有数の実績を残しております。
救急診療体制の構築に当たっては、名

古屋大学大学院医学系研究科救急・集中
治療医学教室のご支援をいただき、救命

救急センターの指定に当たっては、医療圏内の医師会、
静岡県医師会、また両市長、両市議会等の絶大なる支
援と協力を得ました。改めて深く感謝申し上げます。
今回の指定を励みに、今後も医療の質の向上を図り

中東遠医療圏域内の救急医療体制の中心を担ってまい
ります。

企業長兼院長 名倉 英一

開院以後の診療実績が認められ、救命救急
センターに指定されました。今回の指定に際
して、ご協力をいただきました関係者の皆様
方には厚く御礼申し上げます。
今回の指定に当たり、高いレベルの救急医

療を提供するのは言うまでもありません。さ
らには、地域の急性期医療全体のレベルアッ

プに対して常に取り組む義務が求められています。
救命救急センターの指定はゴールではありません。その

名に恥じることがないよう、私達スタッフは引き続き努力
する所存です。皆様のご支援とご協力をよろしくお願い申
し上げます。

救急科部長兼救命救急センター長兼ICU･CCUｾﾝﾀｰ長 松島 暁



【概 要】
脳卒中、急性心筋梗塞、多発外傷、広範囲熱傷など

の重篤な救急患者に24時間体制で高度な救急医療を提
供する施設(第３次救急医療施設)です。

【構成・診療体制】
『救命救急センター外来』(１階)と『救命救急センタ

ー病棟(救急病棟14床＋ＩＣＵ・ＣＣＵ６床)』(３階)で
構成されています。外来から、直通エレベーターで３階
の病棟や手術室及び血管造影室に直接搬送でき、救急科
と循環器内科、脳神経外科、整形外科、外科などとの緊
密な連携により、24時間体制で超急性期の迅速な血管内
治療や緊急手術が可能となっています。
スタッフ体制は、医師数が専任６名、看護師数が専任

76名です（平成27年８月１日現在）。
外来は、救急科専従医師が中心となって初期診療を担当し、

病棟は救急科医師と各専門科医師が連携し、看護師、薬剤師
など関係スタッフと協力して治療にあたります。

【診療実績】

笑顔で働く看護師の「ワークライフバランス」を応援しています！！

最近よく耳にするようになった「ワークライフバランス」という言葉を皆さんはご存じですか？「仕事と生活との

調和」と訳され、個人の働き方や職場の制度を見直すことで、一人ひとりがライフステージに応じて多様な生き方を

選択・実現でき、ワーク（仕事）もライフ（家庭や生活）もより充実したものにする、というものです。当院では、

看護師の離職防止や職場定着を目指して、看護部内にＷＬＢ（ワークライフバランス）委員会を発足し積極的に取り

組んでいます。

特に、子育て中の看護師の支援は重要で、具体的には、育児部分休業制度など

の周知や院内保育園‘ことり保育園’に関する情報提供などをしています。こと

り保育園は夜間保育なども行っており、子育て中の職員を支えてくれています。

そこで、子育て中の看護師にインタビューしました！

Ｑ：あなたのワークライフバランスの取り組みは？

Ｉさん：私は核家族で子供が３人いるため、育児部分休業制度を利用しています。

夜勤の勤務時間と回数は他の看護師と同じですが、日勤は８時45分から16時ま

での短時間勤務となっています。夕方から子供と接する時間が充実しています。

Ｑ：院内保育園の利用はワークライフバランスにつながっていますか？

Ｍさん：はい。夜間勤務の時は、夕方に子供をことり保育園に預け、朝

迎えに行くようにしています。ことり保育園の先生方は、とても優し

く接してくださり子供も喜んで保育園に行っています。夜間保育で安

心して子供を預けられることで仕事にも集中して取り組むことができ

ています。

今後もＷＬＢ委員会を中心に看護師のワークライフバランスに
取り組んでいきます。

文責：看護部広報委員会 石橋明美・丸尾史織

救命救急センター紹介

救命救急センターの医師とスタッフ

平成25年度

(11ヶ月)
平成26年度

平成27年度

(4～7月)
年間救急車搬送患者数

(一月あたり)

5,431人

(494人)

5,761人

(481人)

1,847人

(462人)

年間救命救急ｾﾝﾀｰ患者総数

(一月あたり)

20,113人

(1,828人)

23,832人

(1,986人)

7,402人

(1,851人)

ことり保育園の園児たち

ＩＣＵ・ＣＣＵセンターの医師とスタッフ



No.15 小児科

低身長症と発達障がい 文責 小児科統括診療部長 久保田晃医師

小児科は、新生児からおおよそ中学生まで幅広く対応しています。その中でそれぞれの専門医療も細かく

分かれています。小児科診療は健診や予防接種など保健の部分も含み、日常診療は熱が出たり咳をしたり下

痢をしたりの感染症が中心です。しかし、小児科診療で重要な点は成長と発達をしっかり評価することです。

【低身長症】
私は、低身長を中心とした小児内分泌の部門を専門としてきました。医師になった時（昭和60年）にちょ

うど成長ホルモン療法が一般病院でもできるようになりました。骨盤位（逆子）や仮死の既往のある子ども
こつばんい さ か ご か し

が検査して治療対象になることが多く、治療で170cm以上になった男の子もいます。薬が高価なこともあり、

対象や診断方法も少しずつ変わってきました。現在は、生まれた時からずっと小さいＳＧＡ性低身長症の子

どもが治療対象になることが多いようですが、評価の仕方は複雑で、意外と治療対象になっている子どもが

知らずに生活しています。低身長の子どものうち約３分の２は大人になっても低身長ですので、

少なくとも思春期が始まる前に身長の評価をしてあげたいと思っています。

【発達障がい】
発達については、健診を中心に運動やことばの発達などをチェックします。最近は集団になじめず、学校

で椅子に座れず床に寝そべっていたり、授業中でもどこかに行ってしまう子どもは「発達障がい」と呼ばれ、

男児に多く全体の５～10％くらいいると言われています。学習が成り立たないと、高学年や中学に行ってか

ら、不登校になったりさらに不適応を起こしたりします。行動を改善させようと厳しくしたり叱ったりする

と、火に油を注ぐようなものでもっと困るようになります。あるＣＭで言われたように褒められて伸びるタ

イプなので、できたこと、頑張ったことを褒めてあげると、全体の能力も上がってきます。薬を飲むと、集

中力がついてしっかり学習できるようになる子もいます。低身長症と同じように体のことで困ることがない

ので、受診に結びつかないことも多いようです。この分野でも少しは力になりたいと思っています。

から科療診

【8月1日付採用】よろしくお願いします

麻 酔 科 秋永 泰嗣(平成18年卒)
あきなが やすつぐ

総合内科 牧 隆太郎(平成19年卒)
まき りゅうたろう

【7月31日付退職】 麻 酔 科 三村 真一郎

今までありがとうございました

のお知らせ

８月17日から、消化器疾患の診療体制が変更になりました。

初診受付は新たに設置した「消化器病センター（消化器外科・
消化器内科・総合内科で構成）」で対応させていただきます。

★受診には紹介状が必要になります★
ご理解とご協力をお願いします。

～消化器病センターを開設しました～

中東遠総合医療センター を開催します

【募集職種】

①薬剤師、②臨床検査技師、③臨床工学技士、
④助産師・看護師、⑤事務職員、

⑥事務職員（経験者採用）、⑦事務職員（障害者採用）

【受付期間】（※郵送の場合は、締切日必着）
・①～⑤：９月１日（火）～10月20日（火）

・⑥、⑦：９月１日（火）～平成28年１月15日（金）

◎受験資格、試験日、申込方法等詳細は、管理課または

当院ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（http://www.chutoen-hp.shizuoka.jp/）
でご確認ください。

【問合せ先】

管理課職員係 TEL：0537-21-5555(代)
FAX：0537-28-8971

◆日時：9月19日(土) 午前10時～正午
◆場所：当院 ３階 大会議室

◆演題①「市民のみなさんが行う
災害時のトリアージ」

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

◆演題②「良い姿勢とは？
～心の軸、身体の軸～」

講師 岡部敏幸 理学療法士
（リハビリテーション室長）

◆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(代)



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) 永井博章 (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）
浅井悠一

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 鈴木将史 (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) 牧 隆太郎(予)

2 ＡＭ 伊藤裕司(初) 伊藤裕司(初) 赤堀利行(初) 牧 隆太郎(初) 赤堀利行(初)

6 ＡＭ 雨宮哲郎(予)

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 坂井圭介 交代制 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 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

 糖尿病･
 内分泌内科

 産婦人科

 泌尿器科

 腎臓内科

 皮膚科

●水曜日　術前診察のみ

●紹介・予約患者のみ

●紹介患者のみ
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

●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
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4

●月曜日 午後は鈴木(もの忘れ外来)
　　4人のみ、完全予約(鈴木)
●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

Ａ

Ｆ

Ｂ

 循環器内科

 脳神経外科

 整形外科

 神経内科

 消化器内科

●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

3

4

1

●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

●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

●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

 血液浄化
 センター

沼野正浩

 眼科

交代制

 小児科

5

Ｈ

Ｇ

2

 外科・
 消化器病
 センター

●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


