
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

        
        

              

                 

    
    

 

                    

  
  

 

 

 
 

 
 

  

 

   

 

 
 

       
  

   

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

ホームページ

過去の病院だよりをホームページでご覧いただけます。

https://www.chutoen-hp.shizuoka.jp/

中東遠 検索

〒436-8555
掛川市菖蒲ヶ池1番地の1

TEL 0537-21-5555

病院だより「きんもくせい」は、中東遠総合医療センター、掛川・袋井両市役所及び一部の市内公共施設にて無料で配布しております。

病院だより
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掛川市・袋井市病院企業団立
中東遠総合医療センター
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患者さまとともに「がん」と闘い、生きることを全力で支える
～当院のがん診療～

２人に１人が「がん」になる時代です

地域のがん診療は地域での完結を目指します

最先端の医療機器と高度な技術でがんに挑みます

厚生労働省の発表によれば、現在、がんにかかる人は１年間で100万人以上に達し、今後も増加すること
が見込まれています。がんで死亡する人も37万人を超え、生涯のうちに2人に1人ががんにかかり、3人に1人
はがんで亡くなる時代になっています。
このことから、国ではがん医療の質をさらに向上させるとともにがん予防、がん検診を強力に推進するた

め、平成19年4月には新たながん対策基本法を施行し、国家レベルでのがん対策強化に乗り出しています。

当院は平成25年5月の開院以降、中東遠医療圏（掛川市・袋井市・
磐田市・森町・菊川市・御前崎市）の基幹病院として、地域の皆さまが
安心して質の高い医療が受けられる体制づくりに努めてきました。特
に、一刻を争う脳卒中や急性心筋梗塞などの超急性期疾患に対する
救急医療の強化を最重要課題として取り組み、現在では救急医療体
制が概ね整いつつあります。さらに、昨年からはがん診療機能のさら
なる強化を目的としたプロジェクトを始動させ、がん医療の質向上を
目指しています。

まず、本年度は静岡県の「地域がん診療連携推進病院」の指定を受けるための体制づくりを行います。
「手術療法」や「化学療法（抗がん剤）」、「放射線治療」など、従来機能の一層の拡充を図るとともに、「が
ん相談支援センター」や「緩和ケア外来」を設置し、治療面や生活面でのサポートを充実させるなど、総合
的ながん診療機能の向上に取り組みます。
「地域のがん診療は地域で完結する！」を合い言葉に、一致団結して努力してまいります。

当院では、開院時から最新鋭のCTやMRI、放射線治療器のほか、
中東遠医療圏で唯一となる微小ながんの早期発見が期待できる
PET/CTを備え、がん診療に役立ててまいりました。開院後はトモシ
ンセシスを搭載した最先端のマンモグラフィや高度手術支援ロボット
「ダヴィンチ」を導入し、さらに質の高い診断・治療が行える体制を構
築しました。
中東遠地域初となる手術支援ロボット「ダヴィンチ」を用いた手術

については、前立腺全摘除術を、これまでに60例実施しました。今後
は、大腸がんや子宮がん等にも先進技術であるダヴィンチ手術を適用し、より体への負担の少ない（低侵襲
な）手術を増やしていく計画です。
高度な技術と的確な判断が必要となる難治・進行がんに対しても、開腹手術や腹腔鏡手術、抗がん剤、

放射線療法など、患者さまの状況に応じた最良の医療を選択し、最先端の医療機器と高度な技術を武器
にがんと闘います。

主な死因別死亡数の割合 日本人の2人に1人が生涯でがんになる

生涯でがんに罹患する確率 55.7％ 生涯でがんに罹患する確率 41.3％
厚生労働省 H29人口動態統計 国立がん研究センターがん対策情報センターによる推計値

悪性新生物
〈腫瘍〉
27.8％

心疾患
（高血圧性を除く）
15.2％

脳血管疾患 8.2％
不慮の事故 3.0％

誤嚥性肺炎 2.7％

腎不全1.9％
自殺1.5％

老衰
7.6％

肺炎
7.2％

その他
23.4％

血管性及び
詳細不明の
認知症1.5％

男性 女性

罹患する
確率
55.7％

罹患しない
確率
44.3％

罹患しない
確率
58.7％

罹患する
確率
41.3％
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がんの治療は早期発見・早期治療が鉄則です ～人間ドック・検診の受診が大切です～

患者さまに寄り添い不安を和らげます ～がん相談支援センター～

昨年3月に３Dマンモグラフィ「トモシンセシス」を導入し、従来と比
べてより正確な乳がんの診断が可能になりました。また、全身を一度
に検査し、微小な腫瘍の場所や周囲への広がりを確認することがで
きるPET/CTについても、開院以来、着実にその機能を発揮していま
す。どちらも中東遠医療圏では当院のみの設置となっており、人間
ドックで検査を受けることができます。
がんの治療は早期発見・早期治療が鉄則です。がんを早期に発見、

治療開始することで、より良好な予後を目指します。健康な生活を維
持し守るためには、予防に対する意識向上も重要です。まずは、「人間ドック・健診センター」までお気軽に
ご相談ください。

当院では、がんと診断された患者さまの痛みやつらさを緩和するこ
とを目的として、緩和ケアチームを発足しました。医師、看護師、薬剤
師、理学療法士、管理栄養士、社会福祉士等の多職種で一丸となって、
患者さまの痛みや不安を少しでも和らげる医療を実践していきます。
患者さまが、がん治療を行いながらいきいきと自分らしく、毎日を

楽しく過ごすため、治療のことや日々の生活のこと、ご家族のことな
ど、どんな些細なことでも、まずは、「がん相談支援センター」までご
相談ください。

「手術支援ロボット『ダヴィンチ』で、前立腺がんの手術を受けました。皆さんが

親身になって話を聞いてくれたおかげで、大きな不安もなく手術に挑むことができま

した。何よりも嬉しかったことは、傷口が小さくて翌日から歩けたことです！最良の

選択をしていただいたと家族とも話しています。昨日よりも今日、今日よりも明日、

継続は力なり！という看護師さんの温かく前向きな言葉に励まされました。」

「手術支援ロボット『ダヴィンチ』で、前立腺がんの手術を受けました。皆さんが

親身になって話を聞いてくれたおかげで、大きな不安もなく手術に挑むことができま

患者さまとともにがんと向き合う
～患者さまの声～

「手術支援ロボット『ダヴィンチ』で、前立腺がんの手術を受けました。皆さんが「手術支援ロボット『ダヴィンチ』で、前立腺がんの手術を受けました。皆さんが

親身になって話を聞いてくれたおかげで、大きな不安もなく手術に挑むことができま

「手術支援ロボット『ダヴィンチ』で、前立腺がんの手術を受けました。皆さんが

親身になって話を聞いてくれたおかげで、大きな不安もなく手術に挑むことができま

向き

「手術支援ロボット『ダヴィンチ』で、前立腺がんの手術を受けました。皆さんが

親身になって話を聞いてくれたおかげで、大きな不安もなく手術に挑むことができま

「手術支援ロボット『ダヴィンチ』で、前立腺がんの手術を受けました。皆さんが

親身になって話を聞いてくれたおかげで、大きな不安もなく手術に挑むことができま

き合う患者患者

親身になって話を聞いてくれたおかげで、大きな不安もなく手術に挑むことができま親身になって話を聞いてくれたおかげで、大きな不安もなく手術に挑むことができま

「手術支援ロボット『ダヴィンチ』で、前立腺がんの手術を受けました。皆さんが「手術支援ロボット『ダヴィンチ』で、前立腺がんの手術を受けました。皆さんが

う

◀手術の翌日から病棟内を歩く様子

人間ドック、各種検診を受診したい
◆人間ドック・健診センター
☎0537-28-8028
受付時間：平日午前9時~午後4時30分

セカンドオピニオンを受けたい
◆地域連携室
☎0537-28-8021
受付時間：平日午前8時15分～午後4時

各科外来を受診したい
◆お問い合わせ
☎0537-21-5555（代表）
◆紹介状をお持ちの方
☎0537-28-8021

がんのことで相談したい
◆がん相談支援センター
☎0537-28-8159
受付時間：平日午前8時15分～午後4時
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私は静岡がんセンターで専門的な研修を受け、婦人科腫瘍専門医の
資格を取得後、当院産婦人科へ赴任し2年が経ちました。近隣クリニック
の先生方、住民の皆さまからの信頼をいただき、当院における婦人科が
んの患者さまは急増しています。

がん治療において手術を行うことは病巣を摘出することに加え、がん
の拡がりを正確に把握するために重要です。がんの完全摘出を目指して
妥協することなく手術を行っています。

手術に加えて抗がん剤治療、放射線治療ももちろんのこと、緩和治療
にも最新の知見を取り入れています。

婦人科がんは女性らしさや妊娠出産に多大な影響を及ぼします。子
宮頚がんは近年若年化が問題となっています。子宮頚がんのほとんどは
ヒトパピローマウィルス感染が原因です。小児期のワクチン接種が推奨されるとともに、従来どおりの定期検診（細胞
診）が非常に重要です。症状が出ていない前がん状態や早期がんで見つかれば子宮を残す治療も可能です。子宮体が
んは不正出血を見逃すことなく受診をすれば早期発見、早期治療が可能ながんです。一方、卵巣がんは自覚症状に乏し
いため半数以上が進行がんで発見されます。分子標的薬の開発も進み昨年、再発卵巣がんではオラパリブ（PARP阻害
剤）が保険適用となりました。根治治療とともに、がんを進行させない維持治療にも期待できるようになりました。

いくつになっても受診しにくい科ですが、年齢に関わらず自覚症状がなくてもまず検診を、気になる症状がある場合
にはぜひ産婦人科へ足を運んでください。

地域に根ざしたがん医療を目指して
産婦人科診療部長

田中 晶 医師

産婦人科 No.72

 

5月18日（土） 午後1時30分～3時（午後1時 受付開始）日 時

 
 

当院 3階大会議室（掛川市菖蒲ヶ池1-1）場 所
無料参 加 費
筆記用具、タオル、飲み物持 ち 物
40名定 員
5月16日（木）まで募 集 期 間

中東遠糖尿病患者会オリーブの会主 催

平日午後5時までに電話、またはリハビリテーション室に直接お申し込みください。
TEL 0537-21-5555(代)

申 込 先

大人のラジオ体操のご案内
「ウォーキング前に知っておくポイントと効果的なラジオ体操を当院の理学療法士がお伝えします。」

人間ドック・健診センターからのご案内
人間ドック・健診センターでは、平成31年4月より人間ドックのオプション項目を追加しました。また、

PETがん検診や単独乳がん検診を午後の時間で受診できます。お気軽にお申し込みください。

詳しくはホームページ、もしくは下記までお問い合わせください。
問い合わせ先：人間ドック・健診センター TEL：0537-28-8028(直通) 受付時間：午前９時～午後４時30分

１．日帰り人間ドックオプション追加項目
・経腟エコー 4,320円（税込）
・3Dマンモグラフィ（トモシンセシス）1方向 5,400円（税込）
・3Dマンモグラフィ（トモシンセシス）2方向 9,720円（税込）

    
 

 
  

  
 

  

  
  

     

   

ぜん

２．PETがん検診
人間ドック・健診センターではこのPET/CT検査と血液検査（腫
瘍マーカー）を組み合わせた「PETがん検診」を行っています。 
血液検査は、肝臓がん、すい臓がん、胆のうがん、肺がん、前立腺
がん（男性）、卵巣がん（女性）などの腫瘍マーカーを調べます。
・PETがん検診 120,960円（税込）
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3月

◆統計データ

82.5%
112.7%
85.7%
9.5日
407件
1,486人
437件

紹 介 率
逆 紹 介 率
病 床 利 用 率
平均在院日数
手 術 件 数
救命救急センター受診者数
救急搬送件数

1日あたり入院患者数
1日あたり外来患者数

6月29日（土）午前10時～正午日 時
当院 3階大会議室場 所

「当院でできる腹腔鏡下消化器がん手術」演 題 ①

河合 徹 医師（消化器外科診療部長）講 師

「前立腺がんのお話 ～その特徴から最新治療まで～」演 題 ②

古瀬 洋 医師（泌尿器科診療部長）講 師

参加費無料・申込不要・200名（先着） 直接会場にお越しください。そ の 他
経営戦略室 ☎0537-21-5555(代)問 合 せ

第26回 医療市民講座～がん講習会のご案内～

当日は「がん相談支援センター」に
ついてもご紹介します。

 

・院内の案内
・本の整理整頓
・車いすの介助
・院内デイケアの補助
 （簡単なピアノ演奏できる方尚可）

活動内容
・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回以上活動でき、長期間継続できる方
 （1回2時間程度）

参加条件

管理課 施設庶務係 ☎0537-21-5555（代）
問 合 せ

・月曜日～金曜日 午前中
活動時間

 

イキイキ病院ボランティア募集中始めてみませんか？
初めての方も大歓迎！シニア世代も活躍中。特別な資格がなくても大丈夫。興味を持たれた方は、お気軽に問い合わせください。

3月の
診療実績

◆入院・外来患者数の推移

0

200

400

600

00

000

1200

1400

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

440 416 425 423 428 421 455 421 418 460 485
428

1,243 1,259 1,231 1,278 
1,202 

1,320 
1,242 1,245 

1,339 1,333 
1,262 1,244

地域医療を支える職員を募集します
※きんもくせい（2019年４月号）におきまして、職員の募集について、助産師・看護師の試験日は６月２日（日）として掲載いたしましたが、６月１日（土）に変更となりました。

◎募集内容（募集職種・採用人数・申込期限・試験日）

◎試験内容

◎採用時期 ： 2020年４月１日採用（経験者の方は応相談）

薬剤師、臨床検査技師、助産師・看護師
作文試験、適正検査、面接試験

事務職員 第一次試験 ： 作文試験、筆記試験、適正検査、集団討論
第二次試験 ： 面接試験

◎受験資格・申込方法などの詳細は、当院ホームページをご覧ください。

（問申）管理課職員係
〒436-8555 掛川市菖蒲ケ池1-1  ☎0537-21-5555 FAX0537-28-8971  HP https://www.chutoen-hp.shizuoka.jp/

薬剤師
臨床検査技師

助産師・看護師（新卒）
助産師・看護師（経験者）

事務職員

3人程度
1人程度
25人程度
5人程度
2人程度

5月17日（金）

６月２日（日）

６月１日（土）

<１次試験>６月 ２日（日）  <２次試験>６月27日（木）

職 種 採用人数 申込締切日 試験日

 

 （簡単なピアノ演奏できる方尚可）
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　　■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。 2019年4月12日情報

　　　※（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

ＡＭ 伊藤 裕司 (再) 伊藤 裕司 (再)

ＰＭ 伊藤 (糖尿病)

2 ＡＭ 伊藤 裕司  (初) 交代制 交代制 牧 隆太郎 (再) 牧 隆太郎 (初)

6 ＡＭ 祐之順 本山祐之順 本山

3 牧野 奈美 飯島 淳司 三上 智 小沢 直也 野田 純也

4 葛 伸一 牧野 靖 (再) 野田 純也(再) 牧野 靖 (再) 飯島 淳司 (再)

6 ＰＭ 禁煙外来

9 三上 智 (再)

5 武藤 玲子 赤堀 利行 武藤/佐藤 赤堀 利行 佐藤 直和

6 司浩 垣稲来外植移腎木鈴/堀赤司浩 垣稲

7 AM/PM 雄泰 吉日雄泰 吉日雄泰 吉日雄泰 吉日 ●紹介患者のみ

8 AM/PM 之隆 田山之隆 田山之隆 田山之隆 田山

Ｃ

 総合内科

1

 呼吸器内科

●紹介患者のみ
●水曜日　武藤／佐藤　隔週交代
●腎移植外来　偶数月の第4木曜日 午後

 糖尿病･
 内分泌内科

 腎臓内科

●紹介患者のみ
●金曜日　伊藤は12時30分～14時

●紹介患者のみ
●禁煙外来は予約制

1 大島 啓嗣 細野 功 交代制 大島啓嗣 細野 功

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 ※ 夫 才成 夫 才成 夫 才成 ※ 夫 才成

ＡＭ 安藤 友二 安藤 友二 安藤 友二 ※ 安藤 友二 ※ 安藤 友二

ＡＭ 若山 博隆 若山 博隆 若山 博隆 若山 博隆 ※ 若山 博隆 ※

ＡＭ 荻須 宏太 ※

緩和ケア外来 5 )6C( 靖 野牧／山内浩智 山内 ●完全予約制（院内紹介患者のみ）

 歯科
 口腔外科

6～11

Ｄ

 消化器内科

 麻酔科

●紹介患者のみ
●月～金曜日午後、火曜日午前は完全予約制
●※初診担当者（木曜日は交代制）

●紹介患者のみ

1 村上 裕介 小田木 秋人 林 立弘 小池 洋 川合 健太

2 林 立弘 田中 晶 鈴木 一有 村上 裕介 小田木 秋人

3 小池 洋 福地 千恵

 産婦人科Ｅ
●紹介患者のみ
（妊娠が主訴の場合は紹介状不要）

1 哉力 本松 輔俊 邉渡明秀 宅三 哉力 本松

2  輔俊 邉渡 洋 瀬古 洋 瀬古

3

4 ＡＭ 富田 和貴 富田 和貴 富田 和貴 富田 和貴 富田 和貴

5 ＡＭ 福地　健祐 福地　健祐 福地　健祐 福地　健祐 福地　健祐

6 ＡＭ 森本　広樹 森本　広樹 森本　広樹 森本　広樹 森本　広樹

●紹介患者のみ
●木曜日は休診 泌尿器科

Ｆ

 皮膚科
●受付は10時まで
●10時以降は紹介患者のみ

ＡＭ 矢田 宗一郎 久保田 登志子 久保田 登志子 久保田 登志子 矢田 宗一郎

ＰＭ 久保田 登志子(予) 久保田 登志子(予) 久保田 登志子(予) 神経外来

ＡＭ 鈴木 宏明 岩島 覚 矢田 宗一郎 岩島 覚  關 圭吾

ＰＭ 内分泌外来 腎臓外来/血液外来

ＡＭ 早野 聡 塩澤 亮輔 鈴木 宏明

ＰＭ

ＡＭ アレルギー外来

ＰＭ

乳児健診　4ヶ月 予防接種
乳児健診 10ヶ月

予防接種
予防接種 乳児健診　1ヶ月

久保田／鈴木 關／早野 矢田/塩澤 早野／鈴木 久保田／矢田
ＰＭ

5

 小児科Ｇ 3

2

1

4・5

●心臓外来（心エコー室・予約外来）
　　月曜日午後　　　　　岩島
●神経外来
　　第1・3金曜日　        石垣
　　第2・4金曜日  　      平出
●腎臓外来
　　第2火曜日　              都築
●血液外来
　　第3火曜日                 坂口
●内分泌外来
　　第3月曜日　　 　　   小野
　　第4月曜日　　　　    佐野
●スキンケア外来
　　第3木曜日 午後
●水曜日　10ヵ月健診　第１・３週
                    予防接種　 第２・４週
●乳児健診・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

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 永田 祐衣 永田 祐衣 倉田 健太郎(特殊) 永田 祐衣 永田 祐衣（初）

3 ＡＭ 遠藤 智己 遠藤 智己(特殊) 遠藤 智己 遠藤 智己 遠藤 智己（初）

4 ＡＭ 明広 井臼子美由 田疋明広 井臼制代交

5 ＡＭ 樹美黒小樹美黒小樹美黒小制代交

6 ＡＭ 子美由 田疋二誠 川細二誠 川細制代交

●午後は予約患者のみ
●特殊は医師指定患者のみ

●水曜日・金曜日の受付は10時まで
●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・金曜日 12時30分～

 眼科

交代制

Ｈ

 耳鼻
 いんこう科

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

ＡＭ 佐藤/鈴木 武藤 玲子 稲垣 稲垣/鈴木 赤堀/鈴木

ＰＭ 制代交医科内臓腎制代交医科内臓腎

 血液浄化
 センター

1 ＡＭ 志崇 鐘大右竜 田太夫龍 部磯子美裕 向城

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 桒山 輔 鈴木 智隆 鶴見 尚樹 磯部 龍夫

4 ＡＭ 　 大鐘 崇志

4 ＡＭ

5 ＡＭ 久佐州 尾松一鋭 橋市)紹( 一鋭 橋市)初( 制代交

6 ＡＭ 交代制 (初) 藤浪 亮太(初) 梅津 正成 北村  拓海(初) 梅津 正成(初)

7 ＡＭ 佐竹 勇紀 (予)(初)
佐藤 慎太郎

(睡眠)(初)(再)
 安藤 孝志
(睡眠)(初)

三原 丈直
(睡眠)(再)

認知症検査

 血液内科 11 ＡＭ 岡本 修一 川島 直実 中島 麻梨絵 ●再診予約患者のみ

　

●ペースメーカー外来 火曜日 午後

 

 循環器内科

 脳神経外科
Ｂ

ＡＭ 吉田 有佑(再)

●紹介患者のみ
●月曜日 もの忘れ外来は完全予約(佐竹)
●水曜日 午後は安藤(もの忘れ外来)
　　       完全予約(安藤)
● 第１・３・５水曜日 午後　安藤(睡眠外来)
●睡眠外来は紹介状なしでも予約可。
   事前にお問い合わせください。

2

●月曜日初診　第１・３・５週　松尾
　　　　　　　第２・４週　　　北村

 神経内科
若井 正一
(睡眠)(初)

吉田 有佑(予)(初)9 若井 正一 (再)
若井 正一
(認知症）

（睡眠)(初)

エリア 診療科 診察室 せら知お金木水火月

ＡＭ 交代制（初） 交代制（初） 交代制（初） 交代制（初） 交代制（初）

ＰＭ
小杉山 裕亘

(リウマチ)(再)
●紹介患者のみ

ＡＭ 交代制 ●形成外科　中村は第１・３・５金曜日

ＰＭ 　　　　　　蛯沢は第２・４金曜日

ＡＭ 佐藤 俊（再） 小杉山 裕亘 (再) 水野 隆文 (再) 坂東 皓介(再)

ＰＭ 小児股関節外来 ●手の外科 第２・４金曜日

ＡＭ 山路 哲史(再)
石井 久雄(再/予)

（手の外科）
●小松は第1・3・5木曜日

ＰＭ 小松 知也 (再) 形成外科（再/予）

ＡＭ
宮入 祐一 (再)

(脊椎)
小杉山 裕亘

(リウマチ)(再)
浦崎 哲哉 (再/予)

(脊椎)
浦崎 哲哉 (再/予)

(脊椎)

ＰＭ
宮入 祐一 (再/紹)

(脊椎)
浦崎 哲哉(再/紹)

(脊椎)
小早川 知範

(リウマチ)(再/紹)

ＡＭ 茂野 佐弓
羽切 周平

（呼吸器外科）

ＰＭ
金子 健一朗

（小児外科）
●消化器病センターは紹介患者のみ

7 ＡＭ 徹 合河典隆 兼京彦正 地宮典隆 兼京 ●小児外科 第４金曜日

8 ＡＭ 吾慎 谷雄徹 合河吾慎 谷雄佑亮 合川

9 ＡＭ 介大 林佑亮 合川樹夕 邉渡

 外科・
 化学療法

悟真 世久悟真 世久悟真 世久

Ａ

 外科・
 消化器病
 センター

●リウマチ外来
　　　　小杉山は火曜日、第１・３・５木曜日
　　　　小早川は第２木曜日

2

 整形外科

3

4

1

5
腰椎

6

ホームページ

過去の病院だよりをホームページでご覧いただけます。

https://www.chutoen-hp.shizuoka.jp/

中東遠 検索

〒436-8555
掛川市菖蒲ヶ池1番地の1

TEL 0537-21-5555

病院だより「きんもくせい」は、中東遠総合医療センター、掛川・袋井両市役所及び一部の市内公共施設にて無料で配布しております。
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新しい仲間が加わりました！

各科外来担当医一覧表5月

8




