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３月３日、当院主催により県・市・医師会・歯科医師会・薬剤師会・消防・警察・自治会と
いった災害時に連携が必要な関係機関が一堂に会し、災害医療地域連携図上訓練を行いました。
訓練は、発災から時系列に沿ってそれぞれの機関の災害対策・災害時の動きを確認しました。
これにより情報の収集・伝達・共有、状況評価と適切な判断、各機関の連携意識といった点

の重要性を確認しました。
今後は、関係機関が協力して課題を解決し、災害医療の地域連携体制を確立していきます。

災害時の課題について意見交換している様子

災 害 時 、
地域住民の
命 を 守 る
ために
・・・

～大規模災害発生時の災害医療のあり方について～

災害医療地域連携図上訓練を行いました！

情報収集と伝達の手段は？

収集・伝達できない場合どうするのか？



中東遠総合医療センター 職員募集！！ 問合先：管理課 ☎0537-21-5555(代)

今年で開院４年目を迎える当院は、一日あたり約1,270人の外来患者さんと約430人の入院患者さんに医療を提供している

中東遠地域の急性期医療を担う基幹病院です。地域医療を支えるため、ぜひ当院であなたの能力を発揮してください。

募集内容

平成28年度

採用(応相談)
① 薬剤師 若干名 昭和51年４月２日以降生まれで、有資格者

② 助産師・看護師 若干名 昭和46年４月２日以降生まれで、有資格者

平成29年

４月採用

③ 薬剤師 若干名 昭和51年４月２日以降生まれで、有資格者

④ 診療放射線技師 １人程度 平成２年４月２日以降生まれで、有資格者

⑤ 理学療法士 １人程度 平成２年４月２日以降生まれで、有資格者

⑥ 作業療法士 ２人程度 平成２年４月２日以降生まれで、有資格者

⑦ 言語聴覚士 １人程度 平成２年４月２日以降生まれで、有資格者

⑧ 臨床工学技士 １人程度 平成４年４月２日以降生まれで、有資格者

⑨ 助産師・看護師 50人程度 昭和46年４月２日以降生まれで、有資格者

⑩ 事務職員 若干名 平成２年４月２日以降生まれで、高等学校卒業以上の学歴を有する者

◆③～⑩については平成28年度中の資格取得見込み、卒業見込みの者を含みます。

◆いずれの職種も地方公務員法第16条の欠格条項に該当する方は受験できません。

◆申込方法、申込締切日、試験日など詳細は当院ホームページをご覧ください。

新たに２名の認定看護師が誕生！

当院では、18人の認定看護師が専門領域で活動しています。認定看護師は、

特定の看護分野において、熟練した看護技術と知識を用いて水準の高い看護

実践を行い、看護現場における看護ケアの広がりと質の向上を図ることを目

的としています。今年度、新たに誕生した２名の認定看護師を紹介します。

『集中ケア認定看護師』
ＩＣＵ・ＣＣＵセンター 森田こず江

生命の危機的状態から回復への看護

集中ケア認定看護師として、入院された患者様

が生命の危機的状態からできる限り早期に回復し、

最良の日常生活を取り戻すことができるように、

継続したケアの実践を目指しています。ICUでは

医療機器に囲まれ、特殊な環境の中でチームケアを行っていますが、病棟

やリハビリ、栄養室など様々な部署との連携も重要です。情報を共有し、

お互いの力を出し合い、患者様の回復を目指し努力していきます。

『慢性心不全看護認定看護師』
７階西病棟 大石真由美

心不全の患者様が

自宅で安心できる療養への看護

心不全とは、心筋梗塞・高血圧などにより病気

が徐々に進行する慢性疾患です。患者様は、自身

で病気に合わせた管理を行うことで体調が良い状態を続けられます。そこ

で、患者様やご家族が、安心して安定した日常生活が送れるように、病気

の理解や良い状態が続くための日常生活の再調整を一緒に考え、療養生活

への支援を行っています。

修学資金制度のお知らせ！

将来、看護師又は助産師として当院に

勤務する意欲のある看護学生に修学資

金の貸与を行っています。

募集人数 ： 10名

募集期間 ： 平成28年4月1日～

募集人数に達するまで

貸与金額 ： 月額 ３万円

貸与期間 ： 貸与決定の月から

卒業の月まで

返還の免除 ：

当院に正規の看護師又は助産師

として勤務した期間が貸与を受けた

期間に達した場合

※貸与については、書類審査があります。

◎申請方法、提出書類等詳しくは

当院ホームページもしくは管理課まで

お問い合わせください。

【管理課 ☎0537-21-5555（代）】



No.24 麻酔科

手術室には守護神がいる

副院長兼麻酔科統括診療部長 山本洋子医師

『救いたい』という女性麻酔科医が主人公の映画が2014年11月に公開されました。(残念ながら静岡県では

上映されませんでした。)「手術室には守護神がいる」という言葉は、この映画の原作である仙台の麻酔科医・

川村隆枝医師のエッセイの題に書かれています。手術室の守護神・・・それは麻酔科医のことです。いわゆる

「神の手」といわれる名医の手術の後ろには、必ず優秀な麻酔科医が存在します。しかし、その事実は手術室

の外ではあまり知られていません。

●手術中の全身管理
当院では、麻酔科は主に全身麻酔の症例を担当しています。全身麻酔中

はただ寝ているだけと思われる方もいるかもしれませんが、患者さんは手

術の侵襲に反応して「痛い」「苦しい」「寒い」など、いろいろな信号を

送ってきます。その信号をキャッチ、もしくは変化を先取りして患者さん

を安全に眠らせて守っているのが麻酔科医です。手術中、その信号（心電

図や血圧等）が送られてくるモニター（写真）を見つめ、器械や薬剤を駆

使し、患者さんが手術後に何事もなかったように目覚めるよう、手術中の

全身管理をします。手術後の痛みもなるべく感じないように工夫します。

●手術センターの守護神を目指して
手術室の雰囲気をコントロールするのも麻酔科医の仕事です。予想外の出血等で術者やスタッフが緊張

しているときに皆を安心させ、落ち着かせて最善の処置ができるようにし、また、全身状態のよくない患

者さんの手術では短時間で終わらせてくださいと術者を励まします。

麻酔科が担当していない手術で急変したときも麻酔科医が駆けつけ応援します。

当院では６名の常勤の麻酔科医がいます。私達も手術センターの守護神となるべく頑張っています。

から科療診

患者さんの情報が送られて
くるモニター画面
(患者さんの同意を得て掲載)

３月11日、昨年度に引き続き、通算２回目となる看護部看護研究発表会を開催しました。
今回は、「６階西病棟」、「７階東病棟」、「救命救急センター外来」、「緩和ケア認定看護師」、

「がん化学療法看護認定看護師」の計５グループが研究発表を行いました。その一部をご紹介します。

救命救急センター外来における看護師の役割とは
救命救急センター外来 ◎松田 誠、稗田知歩、中村百里、赤堀和子、木村典加

当院は、中東遠地域の基幹病院として、日々『断らない救急医療』を実践しています。
開院して３年目となる今年度、私たちは救命救急センター外来（以下「ER」という）に
受診される患者様やその家族が、私たちに何を求めているのか、という問いに対する答え
を導き出すことをテーマに研究に取り組みました。
『当院のER看護師の役割を明らかにする』ことを目的に、ER看護師一人ひとりに質問

項目に対してインタビュー形式で調査を行い、語られた内容を年代別に比較し議論を重ね
ました。
結果からは、各年代における語りの内容に違いが表われましたが、経験年数の違いや、

各年代における特徴が反映されたものと考えられます。そして、語られた内容を統合させ
た結果、当院におけるER看護師の役割は・・・

『危機的状況の患者・家族に対して、迅速かつ安全にケアを行い、適切な転帰を迎える手助けである』
と明らかにすることができました。今回の取り組みは、業務に忙殺されている私たちにとって初めての試み
であり、今一度自らの看護を見つめ直す機会となり、皆様への貢献につながるものと信じています。

研究発表にあたり、愛知県立大学准教授の宇城先生からご指導をいただきました。
今回の研究発表が、より良い患者さまへの看護の提供につながるよう研鑽していきます。

看護部 看護研究担当 小島清美

を開催しました！

研究発表した
松田主任(看護師)

東海アクシス看護専門学校 宣誓式の公開について
◆日時：５月８日（日）午前10時～ ◆会場：同校体育館 ◆募集人数：30人（先着順）

同校では、２年生が各自の目指す看護師像を宣誓する「宣誓式」を毎年開催しています。

同校に関心を持ってもらうとともに、受験を志す参考にしていただくため、中学生以上を対象に公開されます。

申込方法など詳細は同校総務課へ 問い合わせ先：東海アクシス看護専門学校 総務課 ☎0538-43-8111



４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。 2016年3月31日情報

エリア 診療科 診察室 月 火 水 木 金 お知らせ

1 ＡＭ 永井博章 (初) 水野隆文 (初) 吉村伸二 (初) 小杉山裕亘 (初) 富田浩之 (初)

ＡＭ 小杉山／水野 丸山正吾 (再) 丸山正吾 (再)

ＰＭ
小杉山裕亘 (再/予)
(小児股関節外来)

ＡＭ 永井博章 (再)
鳥飼／打田 (再)

（脳外医師出向）
水野隆文 (再)

●木曜日　鳥飼は第１・３・５週
　　　　　打田は第２・４週

ＰＭ
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/予)
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
富田浩之 (再/予)

(脊椎)
市橋鋭一

（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
富田浩之 (紹/予)

(脊椎)
浦崎哲哉 (紹/予)

(脊椎)

6 ＡＭ
杉山燈人

（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 小出史彦 河合 徹 松葉秀基

9 ＡＭ 落合洋介 松葉秀基 浅井悠一 久世真悟

1 ＡＭ 城向裕美子 田中総一郎 太田竜右 大鐘崇志

ＡＭ 森川修司 紅林伸丈 城向裕美子 森川修司 紅林伸丈

ＰＭ

3 ＡＭ 井上直也 川瀬治哉 岡本均弥 國枝武茂 磯部龍夫

4 ＡＭ 交代制 (初) 梅津正成 (初) 小出和雄 小出和雄

5 ＡＭ 打田 淳 市橋鋭一 (紹) 市橋鋭一 打田 淳 (初)

6 ＡＭ 鳥飼武司 山田隆壽 (初) 鳥飼武司 (初) 梅津正成

7 ＡＭ 桝田道人 (予)(初) 高橋美江 (予)(初) 認知症検査 認知症検査 認知症検査

9 ＡＭ
若井正一
(睡眠)

佐藤慎太郎
若井正一
(睡眠)

若井正一 (再)
(認知症)

高橋美江 (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 鈴木大介 (予) 赤堀利行 (予) 伊藤裕司 (予) 伊藤裕司 (予) 牧(予)・交代制(予)

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

6 ＡＭ 雨宮哲郎 (予)

3 安井／八田 牧野 奈美 八田貴広 (再) 馬嶋 俊 安井 裕智 (再)

4 葛 伸一 牧野 靖 (再) 三上 智 牧野 靖 (再) 清水 賢司

5 渡邊智治/伊藤一洸 藤田 豊 伊藤一洸／北井 藤田 豊 北井啓己

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 向 亜紀 金森隆志 村上裕介 向 亜紀 幸村康弘

2 村上裕介 幸村康弘 鈴木一有 金森隆志 小田智昭

3 杉原一廣 (初)

1 松本力哉 (初/再) 三宅秀明 (初/再) 松本力哉 (初/再) 谷島崇史 (初/再) 松本力哉 (初/再)

2 蟹本雄右 (初/再) 谷島崇史 (初/再) 蟹本雄右 (初/再) 谷島崇史 (初/再)

3

4 ＡＭ 青島正浩 馬屋原孝恒 田嶋瑞帆 田嶋瑞帆 田嶋瑞帆

5 ＡＭ 犬塚 学 犬塚 学 福地健祐 犬塚 学 犬塚 学

6 ＡＭ 田嶋瑞帆 田嶋瑞帆

ＡＭ 久保田登志子 塩澤亮輔 久保田登志子 塩澤亮輔 久保田登志子

ＰＭ 久保田登志子(予) 久保田登志子(予) 久保田登志子(予)

ＡＭ 西尾友宏 矢田宗一郎 西尾友宏 岩島 覚 矢田宗一郎

ＰＭ 矢田宗一郎(予) 西尾友宏 (ｱﾚﾙｷﾞｰ) 矢田宗一郎(予)

ＡＭ 久保田 晃 岩島 覚 久保田 晃 久保田 晃 岩島 覚

ＰＭ 佐野伸一朗(内分泌) 都築一夫 (腎臓)

ＡＭ 坂口公祥 (血液)

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 夏目 統 (ｱﾚﾙｷﾞｰ)

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 倉田健太郎 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 森 泰樹 細川誠二 松下安理華

 腫瘍放射線科 8 AM/PM 一戸建志 (初) 一戸建志 (再) 一戸建志 (検診) 一戸建志 (初)

ＡＭ 北井啓己 伊藤一洸 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

 歯科
 口腔外科

●紹介患者のみ

各科外来担当医一覧表

3

4

●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

 

●月曜日　渡邊は４／４のみ
●月曜日　伊藤一洸は４／１１～
●水曜日　伊藤一洸／北井　隔週交代

2

●月曜日初診　第１・３・５週　小出
　　　　　　　第２・４週　　　鳥飼

Ａ

Ｂ

 循環器内科

 脳神経外科

 整形外科

●紹介患者のみ

Ｆ

 皮膚科

2

●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

 神経内科

 外科・
 消化器病
 センター

●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

5
腰椎

●心臓外来（心エコー室・予約外来）
　　第１・３月曜日午後　岩島
●腎臓外来
　　第２火曜日　　　　　都築
●神経外来
　　第２・４金曜日　　　平出
●血液外来
　　第２・４火曜日　　　坂口
●内分泌外来
　　第２・４月曜日　　　佐野

●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

 血液浄化
 センター

沼野正浩

 眼科

交代制

 小児科

Ｅ

 総合内科

●土屋　火、水、金曜日は午前のみ
●伊藤　月、水、木曜日は午前のみ
●鳥居　月、火、木の午後は予約検査のみ
●特殊は医師指定患者のみ

●金曜日
　診察室１は11時から交代制(予)

 産婦人科

●紹介患者のみ
●月曜日　安井／八田　隔週交代

 消化器内科

Ｄ

 泌尿器科

 腎臓内科

 呼吸器内科

 糖尿病･
 内分泌内科

5

Ｈ

●犬塚　火曜日は午後診療あり（予約のみ）
●田嶋　木曜日は午後診療あり（予約のみ）

Ｇ

2

Ｃ

 麻酔科

6～11


