


部署別コラム　　　　　臨床工学室　　　　　　Vol.21
【心血管内治療センター業務】

　臨床工学技士の仕事のうち、今回は循環器部門の「心血管内治療センター
業務」を紹介します。

　心血管内治療センターの業務としては、カテーテルを用いての心臓カテー
テル検査や虚血性心疾患の治療、不整脈に対するカテーテルアブレーショ
ン(心筋焼

しょう

灼
しゃく

術)、ペースメーカの植込み・交換を行います。その中で臨床
工学技士は、高い技術が必要とされる医療機器の操作を担っています。
　心血管内治療センターでは、医師・看護師・放射線技師・臨床工学技士
と多職種にて構成されており、それぞれ役割が異なります。臨床工学技士
の担当業務としては、心不全や心筋梗塞の診断に使用される血圧波形・心
電図の解析装置の運用、血管内画像診断装置(IVUS・OCT)の操作、重症
な患者さんに使用される補助循環装置(IABP、PCPS)・人工呼吸器・ペー
スメーカなどの生命維持管理装置を扱っています。カテーテルアブレーショ
ン治療においては、電気生理学検査装置を用い、心臓の中に流れている電
気の流れを解析し、不整脈の診断・治療をサポートしています。
　心筋梗塞が増える寒い季節は明けましたが、臨床工学技士は毎日24時間
体制で対応しています。

【医療技術職員等  13名】
小長井英恵 薬剤師

村田　柚季 薬剤師

寺田　桃子 薬剤師

本多　陽佑 診療放射線技師

佐藤まど香 診療放射線技師

武藤　　宏 診療放射線技師

鈴木　翔子 臨床検査技師

小幡　佳恵 臨床検査技師

後藤　宏次 臨床検査技師

芝田　尚樹 理学療法士

深津　穂浪 理学療法士

齊藤　　晃 臨床工学技士

三浦　翔太 臨床工学技士

【看護師　32名】
芝田　　希 第1外来 岡本実由紀 5階東病棟 相羽　咲希 7階東病棟

福井　由佳 第1外来 朝平　茉裕 5階東病棟 窪野　晶子 7階西病棟

山崎　洋子 手術センター・中央材料室 野末　教弘 5階西病棟 中山貴代美 7階西病棟

堀田　優希 手術センター・中央材料室 横道　晴香 5階西病棟 鈴木　杏奈 7階西病棟

笠原　瑠奈 ICU・CCUセンター 芝田　理紗 5階西病棟 浅野　紫苑 8階東病棟

山下美樹子 救命救急センター 木下　正裕 6階東病棟 竹嶋　梨奈 8階東病棟

岩本　昌規 救命救急センター 秋山　裕香 6階東病棟 大石　光穂 8階東病棟

松井　宏太 救命救急センター 菅沼　恭子 6階西病棟 角皆江里子 8階西病棟

増田　汐里 4階東病棟 野元　香織 6階西病棟 佐藤　李香 8階西病棟

大石　真衣 4階東病棟 森山　寿伸 7階東病棟 大塚　麻未 8階西病棟

長嶋　祥子 5階東病棟 青野　　翠 7階東病棟

【事務職員　10名】
鈴木　寿昌 経営戦略室 寺田　学矢 医事課

杉山　　武 経営戦略室 後藤　晶子 医事課

森下　博充 管理課 花島　　諭 医事課

松井早智子 管理課 岩瀬　伸幸 医事課

白鳥　　宏 医事課 松本　　健 人間ドック・健診センター

▲IVUSの操作を行う臨床工学技士

▼ 薬剤師・放射線技師・検査技師

▼ 事務職員

▼ 看護師

▼ 臨床工学技士・理学療法士
地域医療への貢献のため力を合わせてがんばります!!

平成28年度 4月新規採用職員　紹介
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　　神経内科とは
副院長兼神経内科診療部長　若井正一　医師

【内科の一部門としての神経内科】
　　　神経内科は、脳、脊髄、末梢神経、筋肉の病気をみる内科です。しばしば精神科と混同されますが、心を診る診療科ではありません。
　　　では、先ず神経内科をかかるべきは、どんな時でしょうか?それは、以下に挙げた症状がある場合です。
　　◇しびれ　◇めまい　◇うまく力が入らない　◇歩きにくい　◇ふらつく　◇つっぱる　◇ひきつけ　◇しゃべりにくい
　　◇物が二重にみえる　◇頭痛　◇勝手に手足や体が動いてしまう　◇もの忘れ　◇意識障害　などです。

【神経内科の代表的な疾患】
　　　神経内科の代表的な疾患を列挙します。
　　◇脳梗塞　◇一過性脳虚血発作　◇パーキンソン病　◇パーキンソン症候群　◇レビー小体病
　　◇筋萎縮性側索硬化症　◇脊髄小脳変性症　◇てんかん　◇髄膜炎　◇脳炎
　　◇多発性硬化症　◇視神経脊髄炎　◇ギラン・バレー症候群　◇慢性炎症性脱髄性多発根神経炎
　　◇重症筋無力症　◇多発性筋炎　◇認知症　◇睡眠関連疾患　などです。

【当院神経内科の特色】
　　(1)睡眠医療
　　　 　当科では睡眠医療センターを運営しています(写真)。日本睡眠学会の認定(A型認定医療
　　　 機関)を受けています。
　　　　 対象とする主な疾患は、睡眠時無呼吸症候群、ナルコレプシーをはじめとする過眠症、むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)、　
　　 　レム睡眠行動障害をはじめとするパラソムニア、てんかん、などです。
　　　　 当センターは、総合病院の特長を生かして、多分野の専門医が迅速かつ緊密に連絡・連携できるように心がけています。そのことで、　
　　 　単に睡眠の問題だけでなく、その合併症の早期発見・早期治療を行うことを目指しています。
　　(2)認知症医療
　　　　 認知症は一昔前ならば諦めるしかない病気でした。 しかし、 1999年にアルツハイマー病治療薬が初めて世に出てから状況は変わっ
　　　 てきています。認知症の治療には薬物療法と非薬物療法とがあります。いずれにせよ、より早期に診断し、より早期に治療することが病
　　　 気の進展を抑制する上で望ましいとされています。当院は静岡県より認知症疾患医療センターの指定を受けています。地域の診療所など
          からのご紹介により予約での外来診療を行っています。

▲ 睡眠医療センター

No.26　循環器内科
チーム医療のもと365日24時間体制で　～全ては患者さんのために～

循環器内科診療部長兼心血管内治療センター長　森川修司　医師

　循環器内科は心臓疾患の他、高血圧やコレステロールが高い生活習慣病の患者さん、またそれに伴い生じる全身の動脈硬化性疾患の患者さん
を主に診療しています。
　あらゆる疾患の患者さんを総合的かつ的確に診察する目的で医師、看護師、診療放射線技師、臨床工学技士、理学療法士、臨床検査技師、薬
剤師などが協力してチーム医療のもと、診療をしています。循環器領域の救急疾患は急性心筋梗塞、致死的不整脈、急性心不全等をはじめとし、
救命のために早期の治療が必要であり1分1秒
を争います。当科は平成28年4月より10人の
医師で診療にあたるとともに毎日当直医を配
置し、365日24時間体制で診療を行っていま
す。また外来は1階Bブロックにあり、常時3
人の医師で診察を行い、 なるべく円滑に患者
さんを診察できるような体制を整えています。
　動脈硬化が原因となる虚血性心疾患や下肢
閉塞性動脈硬化症、腎動脈・頸

けい

動脈狭窄症に
対するカテーテル治療、不整脈に対するカテー
テルアブレーション・ペースメーカー留置等
は、患者さん1人1人を総合的に判断し適応を
厳格に決め、 患者さんにとって最良となる治
療を選択しています。
　これからも地域の皆さんが健康で幸せに暮
らせるよう、予防から最新医療まで心を込め
て診療を行っていきます。

No.25　神経内科

▲循環器内科の医師と外来スタッフ

診 療 科診 療 科 か らか ら
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極めて高い水準で認定
　平成27年11月30日と12月1日の2日間にわたり
公益財団法人日本医療機能評価機構が実施する病院
機能評価を受審しました。訪問審査の結果、当院は
「すべて適切である」と評価され、また当院を審査し
た評価調査者からは、「どの職員もとても熱心だった」
「こんな病院に勤めたいと思えた」といった大変あり
がたいお言葉をいただくことができました。
　審査の結果、評価項目89項目のうち、S評価(秀で
ている)が5項目、A評価(適切に行われている)が82
項目、B評価(一定の水準に達している)が2項目と、
きわめて高い水準での評価をいただきました。C評価
(一定の水準に達していない)はありませんでした。

病院機能評価とは
　病院機能評価とは、病院が組織的に医療を提供する
ための基本的な活動(機能)が適切に実施されている
かどうかについて第三者が評価する仕組みです。審査
の結果、一定の水準を満たしている認定病院は、地域
に根ざし、安心・安全、信頼と納得の得られる医療サー
ビスを提供すべく、常日頃努力している病院であると
認められます。

受審に向けての改善活動
　当院は、評価項目89項目からなる「機能種別版
評価項目3rdG:Ver.1.1」を受審しました。受審
に向けて全職員が一丸となり、業務の流れやマニュ
アル等をすべて見直し、改善を図りました。
　当院は掛川市と袋井市の市立病院が統合してで
きたまったく新しい病院です。旧病院の業務に慣
れてしまった職員にとって、業務の見直しは決し
て容易なものではありませんでした。しかし、病
院機能評価認定という一つの大きな目標を目指す
ことで、職種や職歴の枠を越えて職員同士が歩み
寄り、お互いを尊重し合える関係を築くことがで
きました。

当院のこれから
　病院機能評価は、患者さんに提供している医療
の質をさらに改善するために受審したものであり、
認定はゴールではありません。今回の受審により、
取り組むべき新たな課題も明確になりました。今
後も地域の皆さんに質の高い医療を提供し、末永
く愛され信頼される病院を目指して、職員一同、
研鑽を積んでまいります。

SS評価評価(秀でている)(秀でている)　　55項目項目
AA評価評価(適切に行われている)(適切に行われている)　　8282項目項目
BB評価評価(一定の水準に達している)(一定の水準に達している)　　22項目項目

認定証

S評価を受けた項目S評価を受けた項目
・多職種が協働して患者の診療ケアを行っている・多職種が協働して患者の診療ケアを行っている

・栄養管理機能を適切に発揮している・栄養管理機能を適切に発揮している

・リハビリテーション機能を適切に発揮している・リハビリテーション機能を適切に発揮している

・手術・麻酔機能を適切に発揮している・手術・麻酔機能を適切に発揮している

・効果的・計画的な組織運営を行っている・効果的・計画的な組織運営を行っている

訪問審査の様子

審 査 結審 査 結 果果 (評価項目89項目中)(評価項目89項目中)
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　平成25年の開院から、コミュニケーションBOXには感謝や応援、苦情や要望等
皆さんの声を多くいただいています。感謝や応援は病院職員の励みに、苦情や要望
は、よりよい病院運営のために大いに活用させていただいております。
　今後も『愛され、信頼される』病院となれるよう、利用者の皆さんの声を大切に
してまいります。多くの声をお待ちしています!!

投書の流れ
**院長は全ての投書を確認しています院長は全ての投書を確認しています**

投　書 回　収 状況確認 協議
業務改善 回答掲示

★★ 皆さん皆さんの声でこんな改善がされましの声でこんな改善がされましたた ★★
(実例)

荷物を一時的に
預けられる

コインロッカーがほしい

『コインロッカーを設置しました』

コミュニケーションBOXの設置場所コミュニケーションBOXの設置場所
1階総合案内・1階救急外来待合・2階図書コーナー
3階電話コーナー・各病棟デイルーム

　院内9カ所に「コミュニケーションBOX」(投書箱)を設置しています。当院に
関するご意見等がありましたら、是非お聴かせください。また院内には悩みごとや
心配ごとに対応する相談窓口を設けております。お気軽にご相談ください。

回答の掲示場所回答の掲示場所
1階自動精算機横の掲示板
1階エスカレーター裏の掲示板(C外来付近)
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５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4月25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

ＡＭ 小杉山裕亘 (再/予) 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
小杉山裕亘

(小児股関節外来)
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)
佐藤慎太郎

(睡眠)
認知症検査 認知症検査 認知症検査

9 ＡＭ
若井正一
(睡眠)

高橋美江 (予)(初)
若井正一
(認知症)

若井正一 (再) 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 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 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 (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／島内隆寿 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 犬塚 学 犬塚 学

6 ＡＭ 田嶋瑞帆 田嶋瑞帆 福地健祐

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 岩島 覚 西尾友宏 岩島 覚 岩島 覚

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 矢田宗一郎 久保田 晃 久保田 晃 矢田宗一郎

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 ＡＭ 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 ＡＭ 鳥居薫子 鳥居薫子 倉田健太郎 鳥居薫子 鳥居薫子 (初)

3 ＡＭ 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

 血液浄化
 センター

沼野正浩

 眼科

交代制

●紹介患者のみ
●火曜日は指定患者のみ

1

6～11

●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

●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

 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

Ｂ

 総合内科

Ｃ

●心臓外来（心エコー室・予約外来）
　　毎週月曜日午後　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１・３・５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

●午後は予約患者のみ
●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)

 歯科
 口腔外科

●紹介患者のみ

 整形外科

Ｆ

 皮膚科

●月曜日　島内は第１・３・５週
　　　　　青島は第２・４週
●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）

Ｅ  産婦人科

5
腰椎

 糖尿病･
 内分泌内科

Ａ

 神経内科

 外科・
 消化器病
 センター

●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

 

 麻酔科

 循環器内科

 脳神経外科

 腎臓内科

 呼吸器内科

●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

2

各科外来担当医一覧表

3

4


