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▲ 腎臓内科 赤堀医師による発表の様子
  ６月19日、宮地企業長兼院長及び各診療科代表医師20名による「診療科別目標発表会」を開催しま
した。当院では昨年に続き２回目の開催で、同規模病院としては全国的にも先駆的な取り組みです。
　発表者は昨年度の成果、今年度の目標に加え「５年後の目指す姿」や診療科の特色を両市関係者を
はじめ、市議会議員、医師会員などに力強く発表しました。がん診療など医療の質向上、手術件数な
ど実績向上、教育研修体制の充実など、地域医療連携の強化やチーム医療のさらなる推進を図りなが
ら、職員一丸となって今後も質の高い医療提供に努めてまいります。

【来賓からのコメント】　原田英之袋井市長
　大変素晴らしい発表会でした。専門性の高い医療のことや今後の新たな取り組
みなど、今まで我々の理解が十分でない面がありましたが、各医師からわかりや
すく説明していただきました。
　とても頼もしく、今後もますます地域医療へ貢献していただくことを期待して
います。
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人間ドックのススメ
　～その日は流れにのってのんびりと～

放射線診断科 診療部長 兼 PETセンター長
 　　兼 人間ドック・健診センター診療部長

石原 雅子 医師

No.75

　私は2015年に認定看護師を取得し、循環器内科病棟で勤務しています。心不全
とは、心筋梗塞・高血圧症など心臓に対する何らかの原因が引きがねとなって心臓
の機能が低下する疾患で、増悪状態（息苦しさなどがある状態）や安定した状態を
繰り返します。疾患は加齢も影響して徐々に進行していきますが、その程度は患者
さまの状況により様々です。そのため、患者さまはご自身の病気に合わせた生活
の管理を行うことで、体調の良い状態を維持できることになります。
　私が大切にしていることは、心不全患者さまが病を抱えながらも安心した日常
生活を送ることで再入院とならないよう、ご本人やご家族の意向を尊重しながら、
心不全への理解や生活の再調整を患者さまと一緒に考えていくことです。継続的に療養できるよう生活指導を行
うだけでなく、病棟で作成したパンフレットや心不全手帳を用いることで、患者さま自身でも症状を振り返られる
ような支援を行っています。
　長い経過を辿る心不全患者さまですので、困った時はいつでも一緒に考える姿勢でアドバイスをさせていただ
き、少しでも患者さまの負担が軽減されるように、今後も努めていきます。

７階西病棟　慢性心不全看護認定看護師　大石真由美

　人間ドックでは、問診や内科診察の時に「緊張して前の晩よく眠れ
なかった」「検査結果が心配、（また）悪かったらどうしよう」などと
訴えられ、普段よりも血圧が高く、心臓ドキドキの頻拍になってしま
う受診者がおられます。せっかくドックに来られたのですから、心配
はひとまずわきに置いて、スタッフが案内する流れに乗り、心持ちは
ゆったり・のんびりと各検査を回っていただきたいです。（極端なケー
スですが、過度の緊張からドック当日現場で本当に体調不良になるこ
ともあるのです。）
　一通り検査が終わった後には、昨晩からの食事制限に耐えた食事！

を食堂の窓から外を眺めながら（美しい富士山が見えたらラッキー !!）美味しく召し上がってください。
　午後の結果説明（医師面談、希望者のみ）では、10 ～15 分程に凝縮して、一人ひとりの結果等に合わせて
次にどうすればよいのか、例えば要精密検査になった場合はどの診療科、どの医療機関をどのように受診して
いただくか等をご提案いたします。できるだけ親切に・・・。一期一会であります。
　さて、ドックの基本検査項目の他にオプション検査が各種あります。当院のおすすめの一つは「乳がん検査」
です。マンモグラフィ検査では昨年から、より正確な診断が可能なトモシンセシス装置を導入し、エコー検査と
組み合わせたコースなどをご用意しています（詳しくは当院のホームページやスタッフまで）。なお、昨年好評い
ただいた “マンモグラフィサンデー” を今年も 10 月 20 日に開催します！働き盛
りの忙しい女性の方々にもぜひご利用いただきたいです。
　また、当院には、PET/CT（中東遠地域では当院のみ設置）による「PET が
ん検診」があります。がんが気になる方（家族歴のある方、既往のある方など）
におすすめです。
　以上、当院の人間ドックを簡単にご紹介させていただきました。健康を願う皆
さまのお越しをお待ちしております。

看 護 部 通 信
慢性心不全看護認定看護師として大切にしていること

パンフレットで患者さまに説明する様子

PET/CT装置によるPETがん検診

前列左から４人目が石原医師

医療市民講座特別編～クスリが効かないバイ菌の話～医療市民講座特別編～クスリが効かないバイ菌の話～
８月31日（土）　午前 10時～正午
当院 3階大会議室
「限りある抗菌薬を大切に！
～耐性菌から子どもたちの未来を守るために～」
講師：伊藤 裕司 医師 （総合内科部長 兼 ＡＳＴ長）
　　　關　 圭吾 医師 （小児科部長） ほかASTスタッフ

参加費無料・申込不要・定員200 名（先着）　　　　　　経営戦略室　☎0537–21–5555(代 )

日　時

その他 問合せ

場　所
演　題

第27回医療市民講座第27回医療市民講座
９月21日（土）　午前 10時～正午
当院 3階大会議室
①「脳神経内科から見た認知症」
　講師：若井 正一 医師 （副院長 兼 神経内科診療部長）
②「新生児スクリーニングエコーについて」
　講師：岩島 　覚 医師 （小児科統括診療部長）

日　時
場　所
演　題



「ぬくもりの会」がん患者さまとご家族のためのサロン

医師異動のお知らせ

整形外科
水野 隆文 医師
みず  の

整形外科
小杉山 裕亘 医師
こ  すぎ やま ひろのぶ

たかふみ
整形外科
大岩 　晋 医師
おお いわ

整形外科
長田 直祥 医師
おさ  だ なお あき

眼科
大石 彩乃 医師
おお いし

麻酔科
小林 弘樹 医師
こば やし ひろ  き

あや  のしん

今までありがとうございました よろしくお願いします

6月の
診療実績

1日あたりの患者数
入    院
外    来

430人
1,203人
80.8%
99.6%
85.9%
9.8日
426件
1,513人
475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

6月30日付 退職 7月1日付 採用

日時・場所 参加費
テーマ
申込み

※妊娠中や妊娠の可能性がある方、授乳中の方、豊胸手術を受けて
いる方、ペースメーカー等の手術をされている方は検査できません。

9月14日(土)　午前10時～正午　当院３階大会議室　　　　　　100円（資料代等）
「医療者と語る会」医師・看護師・薬剤師・管理栄養士など当院職員が参加予定
がん相談支援センター ☎0537-28-8159(直通）　平日9:00～16:00

10月20日(日) 午前8:15～正午
50名（完全予約制、乳腺エコーは30名まで）※定員を超えた場合は抽選
成人女性

当院 人間ドック・健診センター(掛川市菖蒲ヶ池)
①乳腺エコー　3,740円(税込)
②3Dマンモグラフィ2方向(トモシンセシス)　 9,900円(税込)
③3Dマンモグラフィ2方向(トモシンセシス)＋乳線エコー　13,640円(税込)
ご希望の検査内容、住所、氏名、生年月日、年齢、電話番号を電話又はＥメール
９月13日(金)まで
後日郵送（約３週間後）
・抽選結果や受付時間等については後日、Eメールまたは郵送でお知らせします。
・市町のクーポンはご利用になれません。
・女性技師が検査を行います。
人間ドック・健診センター
☎ 0537-28-8028(平日9:00～16:30) 
E-mail: jms2019@chutoen-hp.shizuoka.jp

日　　時
募集人数

検査内容と料金

申込方法

対 象 者

募集期間
検査結果
そ の 他

申込・問合せ先

場 　 所

最新鋭の3Dマンモグラフィ
「トモシンセシス」での
検査が受けられます。

～かけがえのない命を大切に。女性の笑顔を応援します～

検査のことはもちろん、乳がんに対する不安や心配事もお気軽にご相談ください！

乳がん検診は私たちにまかせて！

　乳がんや乳がん検診・治療などに関する正しい知識を身につけ、
乳がんの早期発見の大切さを伝え、検診の普及活動をしています。当
院では、女性診療放射線技師を中心にアドバイザーとなっています。

◆乳がん検診を勧める「ピンクリボンアドバイザー」

　所定のプログラムと試験を受け、マンモグラフィに関する
十分な知識・技術があると認定された診療放射線技師のこと
で、当院では現在５人が認定されています。撮影装置のこと
や乳がんの臨床、画像の読影まで幅広い知識を要します。

【当院での啓発・普及活動】
・JMS(ジャパンマンモグラフィサンデー）への参加
・乳がんQ&A・セルフチェックなどのパンフレットの設置
・平日午後の「乳がん単独検診」の実施

◆検査のプロ！
　「検診マンモグラフィ撮影認定技師」

多忙な平日を過ごす女性のため、乳がん検診を日曜日に行います！

セルフチェック
してみてくださいね！



８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。 2019年7月18日情報

エリア 診療科 診察室 月 火 水 木 金 お知らせ

ＡＭ 交代制（初） 交代制（初） 交代制（初） 交代制（初） 交代制（初）

ＰＭ ●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） 長田 直祥 (再) 大岩 晋 (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)
交代制

(リウマチ)(再/紹)
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)

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 京兼 隆典 宮地 正彦 京兼 隆典 河合 徹 ●小児外科 第４金曜日

8 ＡＭ 川合 亮佑 雄谷 慎吾 河合 徹 雄谷 慎吾

9 ＡＭ 渡邉 夕樹 川合 亮佑 林 大介

 外科・
 化学療法

久世 真悟 久世 真悟 久世 真悟

1 ＡＭ 城向 裕美子 磯部 龍夫 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 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 交代制 (初) 市橋 鋭一 (紹) 市橋 鋭一 松尾 州佐久

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

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 山本 順之祐 山本 順之祐

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 稲垣 浩司 赤堀/鈴木 腎移植外来 稲垣 浩司

7 AM/PM 日吉 泰雄 日吉 泰雄 日吉 泰雄 日吉 泰雄 ●紹介患者のみ

8 AM/PM 山田 隆之 山田 隆之 山田 隆之 山田 隆之

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 内山 智浩 内山／牧野 靖 (C6) ●完全予約制（院内紹介患者のみ）

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

1 松本 力哉 三宅 秀明 渡邉 俊輔 松本 力哉

2 古瀬 洋 古瀬 洋 渡邉 俊輔 

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 鶴見 由季 福地　健祐 福地　健祐 鶴見 由季 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

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

1 ＡＭ 土屋 陽子 (特殊) 土屋 陽子 土屋 陽子 大石 彩乃 (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 交代制 臼井 広明 近藤 玄樹 臼井 広明

5 ＡＭ 交代制 小黒美樹 小黒美樹 小黒美樹

6 ＡＭ 交代制 細川 誠二 細川 誠二 近藤 玄樹

 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 腎臓内科医交代制 腎臓内科医交代制

　　　※（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

●午後は予約患者のみ
●特殊は医師指定患者のみ

●紹介患者のみ
●木曜日は休診

●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～

ＰＭ

 血液浄化
 センター

 眼科

交代制

Ｈ

 耳鼻
 いんこう科

 泌尿器科

5

 産婦人科

 小児科

 歯科
 口腔外科

6～11

Ｇ 3

2

1

4・5

Ｃ

Ｆ

Ｅ

 総合内科

1

Ｄ

Ａ

　

●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

 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

 皮膚科

 糖尿病･
 内分泌内科

 消化器内科

●紹介患者のみ
（妊娠が主訴の場合は紹介状不要）

 腎臓内科

 麻酔科

 外科・
 消化器病
 センター

●リウマチ外来
　　　　第２・４火曜日 午前 交代制

2

●月曜日初診　第１・３・５週　松尾
　　　　　　　第２・４週　　　北村

●紹介患者のみ
●金曜日　伊藤は12時30分～14時

 神経内科
若井 正一
(睡眠)(初)

吉田 有佑(予)(初)

 整形外科

9

各科外来担当医一覧表

3

4

1

5
腰椎

●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）

若井 正一 (再)

6

●紹介患者のみ
●禁煙外来は予約制
●月曜日　牧野奈美は8/19まで、8/26から交代制

●紹介患者のみ

若井 正一
(認知症）

（睡眠)(初)

●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3・5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1・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


