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８月17日から「消化器病センター」

を開設しました。消化器疾患の患者さま
に対してより質の高い医療を提供する

ため、内科と外科がこれまで以上に連携
して迅速かつ適切な診療を行う体制を

整えました。
なお、診療の際には他の医療機関

からの紹介状が必要となります。地域

の開業医の先生方からのご紹介は、
消化器病センターにて受付をさせてい

ただきます。

消化器疾患とは、食道、胃、十二指腸、
肝臓、胆のう、膵臓、脾臓、小腸、大腸、

すい ひ

肛門などの病気です。消化器病センターは
これらの消化器疾患の患者さまの窓口となり、
症状に応じて消化器外科・消化器内科・
総合内科などへご案内をさせていただきます。
今後も、開業医の先生方をはじめ、地域

の皆様との連携を深め、消化器疾患の診療
を通じて地域医療に貢献できるようスタッフ一同努力して
まいります。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

外科診療部長 兼 消化器病センター長 京兼 隆典

消化器外科手術（手術室）

←消化器疾患の窓口となる

消化器病センター

（外来Ａブロック）

内視鏡検査（内視鏡室）



【リハビリテーション業務】
リハビリテーションは理学療法士・作業療法士・言語聴覚士

により実施しています。

理学療法では下肢機能の改善や基本的な動作練習を行い、作

業療法では上肢機能の改善や日常生活場面にあった実践的な動

作練習を行っています。言語聴覚療法では安全に食事ができる

ように評価や練習、言葉を話す練習などを行っています。

早期回復・早期社会復帰や活動性低下による二次的合併症の

予防のために、医師・看護師や他の職種と連携を取り徹底した

リスク管理のもと、超急性期からリハビリテーションを開始し

ています。

【礼・あいさつ・掃除を励行し人間性を高めていきます】
当院のリハビリテーション室は、患者さんが来室するだけで元気になれるような明るく活気のある雰囲気にして

いくために、礼・あいさつ・掃除を励行し、スタッフの人間形成に努めています。

最先端医療への取り組みとしては、積極的な学会発表や院外勉強会への参加，部門内勉強会の開催などで全体の

レベルアップを図っています。

☆市民の障害予防や健康増進のための院外活動も精力的に行っています☆

・各地域での各種健康体操教室講師 ・妊産婦への指導 ・高校野球ﾒﾃﾞｨｶﾙｻﾎﾟｰﾄ

・野球障害予防教室 ・静岡県市町対抗駅伝競走大会掛川市代表ﾁｰﾑﾄﾚｰﾅｰ ・掛川市ｽﾎﾟｰﾂ推進委員 など

文責：リハビリテーション室 室長 岡部敏幸、副主任 秋山武彦

新人ナースの夜勤がスタート！

今年も４月に28名の新人ナース
が仲間入りしました。
新人ナースは４月から各部署を

回り、まずは看護技術の指導を受け、
７月から配属部署での勤務が始ま
りました。最初は先輩ナースと一
緒に業務を覚え、就職して５ヶ月
目となる８月から夜勤がスタート
しました。
最初は、夜勤も先輩ナースにマ

ンツーマンで指導を受けます。３回
の夜勤指導の後、４回目から独り立ちの夜勤が始まります。夜勤で
は、多くの患者さん一人ひとりの状態を把握し、患者さんの痛みや
病状の変化に対して適切に判断し、患者さんが安全で安心できるよ
う看護にあたっています。
外科病棟に配属された新人ナースに今の思いを聞いてみました。
「夜勤では看護師人数が減り、一人で受け持つ患者さんが多くな

ります。多くの患者さんの看護をするのは時間との戦いです。その
中で患者さんに寄り添うことを大切にしつつ、仕事の優先度を考え
て行動することの大切さを強く感じました。先輩のようになるには
まだまだですが、少しでも近づけられるよう努力しています。」と
の言葉に、看護部一同あらためて人材育成の大切さを認識して看護
の質向上に取り組んでまいります。

文責：看護部広報委員会 石田志帆、村越紗耶

リハビリテーション室スタッフ

← 胸の名札には初心者マークが１年間ついています

部署別コラム リハビリテーション室 Vol.16

新人看護師の研修風景

当院では電気設備法定点検を行うため、
次のとおり停電します。
日時:10／18(日)午後０時30分～午後３時

（予備日:10／25(日)）
救急診療は通常どおり行いますが、検査機器やエレベーターなどの

使用が一部制限されるため、通常よりお待たせすることがあります。
皆様のご理解とご協力をお願いします。

管理課 ☎0537-21-5555(代)

当院の正面玄関などで水色のｴﾌﾟﾛﾝを着用し
た方達が患者さんのｻﾎﾟｰﾄをしているのをご存
じでしょうか？

この方々は「病院ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ」と言い、看護師
などと協力して患者さんのために自発的にｻﾎﾟｰ
ﾄを行っています。

病院ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱは、医療の専門的な仕事はでき
ませんが、病院には資格や免許がなくてもで
きることがたくさんあります。専門職ではな
かなか行き届かないところをお手伝いいただ
いています。

【病院ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの主な活動】
・案内
・車いすの介助
・環境美化作業
・ガーゼなどのセット作業
・図書コーナーや「絵画の小径」の管理

当院では、「病院ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ研修会」を開催し、
感染予防や車いすの介助の仕方などを学んで
いただいています。また、患者さんが病院を
利用しやすくするにはどうしたらよいかなど
をﾎﾞﾗﾝﾃｨｱさんと話し合っています。
このように病院ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの皆さんの支えもあっ

て当院は運営されています。

病院ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動に興味をお持ちの方は、
当院管理課までぜひご連絡下さい。

問合せ 管理課 ☎0537-21-5555(代)

車いす介助の様子



No.16 産婦人科

産科・婦人科病棟
産婦人科 統括診療部長 幸村 康弘 医師

文責 ４階西病棟 看護師長 小島 清美

「元気な産声」、「やわらかい赤ちゃんのにおい」、「ご
家族の笑顔」、そんな温かい病棟で医師４名、助産師23名、
看護師10名、准看護師１名、ﾒﾃﾞｨｶﾙｱｼｽﾀﾝﾄ４名、薬剤師、
ｸﾗｰｸが笑顔で働いています。

【産 科】
赤ちゃんも生まれるときは仲間がほしいのか、同じ日に

何人も一緒に生まれます。そんなときは、「迎える命」を
みんなで応援。お母さんと赤ちゃんを見守ります。もちろ
んお父さんやご家族のサポートもさせていただきます。
出産・育児は病院の中だけでは終わりません。「大きく

なる命」を応援するために、地域の保健師さんと連携する
ことで、これからもお母さんと赤ちゃん、そしてそのご家族をサポートさせていただきます。

【婦人科】
プライベートな「性」を扱う病棟でもあることから、患者さんの心に寄り添い、訴えを傾聴し、

ご本人の意志を尊重しながら心や身体の苦痛を支えられる看護を目指しています。
また、「送る命」に対しても、ご家族の心にも寄り添い、今まで生きてきた時間を大切に思いな

がら、精一杯の看護を提供しています。

から科療診

No.17 眼科

視能訓練士
文責 眼科 部長 土屋 陽子 医師

「視能訓練士」をご存じでしょうか？
体の不調があるときには、血液検査や様々な画像検査から病気

を発見します。眼科では視力検査、眼圧検査、視野検査、眼球運
動検査、OCT検査（眼底三次元画像解析）など様々な検査を行い、
どんな病気が隠れているかを探し出します。皆さんが、視力が落
ちた、霞んで見える、物が二つに見える、眼が疲れるなど、様々
な訴えで眼科に受診した際に、症状に応じて必要な検査をしてくれ
るのがこの視能訓練士です。特に力を発揮するのが、小児の弱視や、
斜視などの特殊な検査が必要な病気になります。

【弱視】
子供は生後２か月から８歳頃までの間が視力を獲得する大事な時期になります。この期間に何か

しらの原因により視力が獲得できず、視力がでない状態を弱視といいます。早期発見し、視力をの
ばすための適切な治療が必要になります。しかし、子供は大人のように視力検査が上手くできない
ですし、長期間の通院も必要になります。そのため、視能訓練士は子供が喜んで病院に来てくれ、
ご家族も気軽に相談してもらえるよう、心がけています。

【斜視】
斜視とは目線がまっすぐに向かない状態をいいます。子供に起こる斜視と、大人に起こる斜視が

あります。大人では脳梗塞など脳の病気や、甲状腺疾患など全身疾患の症状の一つとして、斜視が
発症することがあります。複視(物が二つに見える)の状態でつらいときには、プリズムという特殊
な眼鏡で補正したり、手術を行うことがあります。眼の動きを確認したり、眼の位置を測定したり
といった特殊な検査を視能訓練士が行っています。

当院には専門の知識を持った４人の視能訓練士がいます。上記の病気にかかわらず、眼の症状で
気になることがあれば、ぜひ一度ご相談ください。

４階西病棟(産婦人科)ｽﾀｯﾌ

視能訓練士(眼科外来にて)

【８月31日付 退職】 消化器内科 綾田 穣

今までありがとうございました
のお知らせ



１０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 ●消化器病センターは紹介患者のみ

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) 交代制(予)

3 福井保太

4 葛 伸一 牧野 靖 (再) 小沢直也 馬嶋 俊 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 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 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 平出拓也 久保田登志子 久保田登志子 西尾友宏

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 久保田 晃

ＰＭ

ＡＭ 塩澤亮輔 矢田宗一郎 矢田宗一郎 平出拓也 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

2015年9月14日情報

 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

 血液浄化
 センター

沼野正浩

 眼科

交代制

 小児科

5

Ｈ

Ｇ

2

●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）
　　第１・３月曜日午後　岩島
　　第１木曜日午後　　　石川
　　第２・４月曜日午後　関

●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

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

Ｄ

●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

2

各科外来担当医一覧表

3

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

 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


