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↑職員向けに開催した院内感染対策

研修会の様子。講師を務めた総合内科・

伊藤裕司先生(右)と実演した研修医(左)。

明るく楽しく真剣に！学んでいます。

院内感染対策推進委員会のメンバー↑

私たちが特に力を入れているのは
「手洗い指導」です。病棟や他部門で
も原則全ての患者さんとそのご家族を
対象に指導を実施し、感染予防・感染
対策を推進しています。

① 手洗いの重要性を知っていただく
② 正しい手洗い方法を実践し理解し
ていただく

③ 患者指導によりスタッフの手洗い
の意識を上げる

今後もご理解ご協力をお願いします。

１ ばい菌から身を守る！

２ ばい菌を持ち運ばない！

３ ばい菌を広げない！

ばい菌をきちんと
洗い流す手洗い方法

１ 水で手をぬらし石けんをつけて
良く泡立てる。(水洗いだけで
は十分に手の汚れが取れません。)

２ 指から手首を洗う。特に指の間
と指先を洗います。(約30秒間)

３ 石けんを洗い流す。(約20秒間)
４ ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙなどで十分に水分を
ふきとる。（ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙは２枚
までで十分ふきとれます。）

手 洗 い 指 導 の 目 的

入院患者さんに
パンフレットを
使って説明して
います(*^-^*)

看護師と患者さん、一緒に手洗いレッツゴー！

手洗いの
目 的



２０１６ニューイヤーコンサートを開催しました！！

１月12日、開院後３回目となるニューイヤーコンサートを開催しました。医師、看
護師、病院関係者による演奏に、患者さんや来院者など約150名の方が集まり皆さん
と共に素敵な時間を過ごすことができました。
神経内科の都築医師はフルート演奏を、循環器内

科の川瀬医師と５階西病棟の永田看護師はピアノ演
奏を披露し、普段の様子とはまた違った一面が見ら
れました。また、救急科の淺田医師は、掛川ジュニ
アアンサンブルの皆さんと共にバイオリン演奏を披
露して下さりました。そっと眼を閉じてきれいな音色
に聞き入っている患者さんの姿が印象的でした。

最後には、会場の皆さん全員で、ピアノ演奏に合わせ、「上を向いて
歩こう」、「ふるさと」などの曲を合唱し、たくさんの笑顔にあふれた
コンサートとすることができました。
コンサートを通じて、入院中の患者さんなどにホッとするような癒や
しを感じていただけたと思います。来場された方からは、「病院で生の演奏が聴けるとは思いませんで
した。とても癒やされました。」(患者Ｓさん)、「日々の忙しさを忘れて、楽しむことができました。」
(看護師Ｉさん)、と嬉しい感想が聞かれました。今後もこのような機会を提供していきたいと思います。

看護部広報委員会 石橋明美、丸尾史織

尿漏れ・腰痛が気になる方、より一層育児を楽しみたい方、
身体の歪みを整え妊娠前のスタイルに戻しましょう！

・ ◆日 時：平成28年３月５日（土）午前10時～11時30分（受付：９時45分～）
・ ◆会 場：中東遠総合医療センター ３階大会議室
◆講 師：川合旬美（中東遠総合医療センター 理学療法士）

・ ◆定 員：先着20名（産後２ヶ月経過している方） ・ 参加費無料
・ ◆申込方法：①氏名、②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設定願います）

・ 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 川合旬美 ☎0537-21-5555(代)

非常勤看護補助者(メディカルエイド)
を募集しています！！

【業務内容】
病棟における看護補助業務
・患者さんの日常生活支援や移送
・書類、荷物、物品の運搬など

【勤務条件等】
資格、経験は不問です。
その他詳細は、管理課又は当院ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで
ご確認ください。

(http://www.chutoen-hp.shizuoka.jp/)

【応募方法】
履歴書（顔写真貼付）を管理課宛て郵送又は
持参してください。

問合せ先 管理課職員係 ☎ 0537-21-5555(代)

当院でボランティア活動を希望される方を募集し
ています。病院ボランティアは、特別な資格を持た
なくても患者さまやご家族のお役に立ちたいと思っ
ている方であればどなたでも参加できます。

【主な活動内容】院内案内、車いす介助

【活動時間】 月～金曜日 午前中

【参加条件】
・心身ともに健康な方
・患者さまのプライバシーを守れる方
・月２回以上ボランティア活動に参加でき、
長期間続けられる方（１回２時間程度）

みなさまのご参加をお待ちしております。
お気軽にご相談、お問い合わせください。

問合せ先 管理課 ☎ 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）

「産後の身体を整えよう」

のお知らせ 【12月31日付 退職】

外科 豊田 良鎬今までありがとうございました

フルート演奏を披露
された都築医師

バイオリンとチェロの美しい音色
が会場に響き渡りました



　平成27年度　患者満足度調査結果報告（抜粋）

１　総合評価

２　職員の対応（医師の応対は、わかりやすく、ていねいでしたか？）

３　待ち時間（診療等終了から会計終了まで・予約ありの方）

１　総合評価

２　職員の対応（看護師は、あなたの訴えや話をよく聞いてくれましたか？）

３　施設設備・サービス（病室の環境はいかがでしたか？）

的対策を早急に検討してまいります。また、調査結果及び皆様からいただいた貴重なご意見等を

踏まえ、引き続き患者満足度を含め医療の質の向上に取り組んでまいります。

【調査実施日】外来：平成27年10月26日(月)・29日(木)の２日間、入院：平成27年11月4日(水)～30日(月)

【有効回収数】外来：1,151件（有効回収率78.3％）、入院：383件（有効回収率91.4％）

【外　来】

【入　院】

　患者満足度は、平成26年度に比べると総合的には向上しており、特に医師や看護師の応対に

関する満足度がアップしました。ただし、外来の待ち時間については満足度が低下しており、具体

　調査にご協力いただき誠にありがとうございました。
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２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 (再/予)

(小児股関節外来)
丸山正吾 (予/紹)

ＡＭ 伊藤孝紀 (再/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 (予)
蛯沢克巳（再/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 (再/予)
(スポーツ外来 15時～)

ＡＭ
神原俊輔 (再/予)

(脊椎)
内田賢一 (再/予)
（脳外医師出向）

浦崎哲哉 (再/予)
(脊椎)

吉村伸二 (再/予)
(脊椎)

浦崎哲哉 (再/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 ●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 浅井悠一
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 桝田道人 (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) 雨宮哲郎

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) 牧(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(再) 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 秋永泰嗣 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 若山博隆 若山博隆 若山博隆 若山博隆 (初) 若山博隆 (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／栗山 兼子泰一 兼子泰一 兼子泰一 兼子泰一

5 ＡＭ 犬塚／兼子 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) 西尾友宏 (ｱﾚﾙｷﾞｰ)

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) 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 臼井広明 臼井広明

5 ＡＭ 泉智沙子 泉智沙子 泉智沙子

6 松下 安理華 疋田由美子/榎本美紀 疋田由美子/細川久美子 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

2016年1月18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

Ｄ

●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～
●疋田は２月12日まで
●榎本、細川は２月第４週目から

 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

●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

●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

●神経外来
　　第２・４火曜日　　　平出

●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
　　　　　　  若山は第２・４週

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

●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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各科外来担当医一覧表
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●月曜日 午後は桝田(もの忘れ外来)
　　4人のみ、完全予約(桝田)
●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

 

●金曜日
　診察室６は11時から交代制(予)

 糖尿病･
 内分泌内科

 産婦人科

 泌尿器科

 腎臓内科

 皮膚科

●紹介患者のみ

●紹介患者のみ
休診


