
　令和２年２月21日（金）に院内学術発
表会を開催しました。
　医師２名、看護師２名、介護支援専門
員１名、管理栄養士１名の計６名が発表
を行いました。
　日常の取組から研究成果まで幅広い分
野での発表がされ、他の職員への刺激と
もなりました。
　職員一同今後も日々勉強していきます。
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新人紹介
【看護師】
・初心を忘れず、毎日白い気持ちで頑張ります。
・基本理念である、「思いやりのある暖かな医療と信頼される質の高い医療」を提供できるよう、日々勉強、努力
していきます。
・患者様に信頼される看護師になれるよう、日々努力していきます。
・地域の皆様から愛される看護師になれるよう、日々学んでいきます。
・患者様の“その人らしい生活”を、大切にできる看護師になります。
・日々努力し続け、患者様やその家族からも信頼されるような看護師になります。また、臨機応変に対応ができ、
笑顔で患者さんに寄り添うことができるよう、これから頑張ります。
・今までの経験を活かし、日々のなかで知識や技術を身につけていけるよう、患者様に寄り添った看護ができるよ
うに頑張ります。
・専門職として日々勉強し、責任をもって看護を提供できるようにしていきます。
・わからないことばかりですが、積極的に日々勉強し、患者様に寄り添った看護を提供できるよう頑張ります。
【介護福祉士】
・1日でも早く仕事になれ、信頼される様、学んでいきます。
・利用者様一人ひとりに寄り添い、毎日笑顔で頑張ります。よろしくお願い致します。
・思いやりのある暖かな介護、信頼される介護員になれるよう頑張ります。よろしくお願いします。
【看護助手】
・患者様の安心と安全のために努力し、頑張っていきます。
・今までの経験・知識を生かし、スタッフの方々と患者様に寄り添い、やさしい病院を目指し、日々の業務を遂行
していきます。
【薬剤師】
・1年目で分からないことばかりですが、日々勉強して、患者様の心に寄り添える薬剤師になれるよう頑張りま
す。
【臨床検査技師】
・暖かで質の高い医療を提供できるよう、努力していきます。
【臨床工学技士】
・患者様の安心・安全のために努力し、日々頑張っていきます。
【理学療法士】
・患者様から信頼される理学療法士になるために、毎日努力していきます。
・患者様から信頼される理学療法士を目指して、日々の勉学に励んでいきます。よろしくお願い致します。
・患者様の心に寄り添い、毎日笑顔で何事にも前向きで頑張ります。
・患者様に信頼される理学療法士になるために、日々努力していきます。
【作業療法士】
・これから出逢うすべての方とのご縁に感謝し、日々精進していきます。
・患者様の笑顔が多く見れるように、日々努力していきます。
【社会福祉士】
・社会福祉士として、患者様に寄り添った支援をしていきます。
【事務員】
・先輩方にご指導頂き、日々成長していきます。
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透析センターのベッド数を今年の２月より増床しました
　当センターは、昭和62年にベッド数10床で維持血液透析療法を中心とする業務を開始しました。平成2年の
病院西館オープンにともない西館１階へ移動し、ベッド数は23床に増床、一時は月水金の午前・午後および、火木
土の午前と、合わせて60名を越える維持血液透析患者様の治療を行っておりました。しかしながら、現在は医師
不足の為、月水金の午前・午後のみ維持血液透析療法を行っています。
　透析が必要な方の人数は2018年度には33万名を超えています。御前崎市内でも100名程の方が透析治療
を行っていると推測されます。市内では透析を専門に行っているクリニックがないため、菊川市や掛川市、牧之
原市まで通って透析を受けている方もいます。当院のみならず、近隣の施設も慢性的な満床状態が続いているこ
と、また、当院は４月より整形外科の医師が赴任し手術を再開、透析患者様が入院治療できるようにすることを考
え、ベッド数を30床に増床しました。

　透析治療に使用する装置も更新を終え、自動で血液のチューブ内を洗浄する機能や透析終了時の血液を体
に戻す機能を有した最新のものとなっています。定期的な装置のメンテナンスはもちろん、透析液の水質浄化対
策にも力を入れ、通常の血液透析を進化させたオンライン血液ろ過透析という方法で治療を行っています。この
治療方法は関節痛や尿毒症による掻

そう
痒
よう
症、心不全による低血圧等の予防・改善に効果があるとされています。ま

た、定期的な検査や日々の看護・介護により合併症の早期発見に努める他、心臓血管障害に対しては両下肢切断
予防のためのフットチェックを行うと共に、フットケア専門認定看護師によるフットケア外来も行っています。

　今後も腎臓内科医師を中心に、看護師・臨床工学技士、薬剤師、管理栄養士といった様々な専門職
種によってより良く、より安心・安全な治療を皆様にご提供出来る様、スタッフ一同、日々心掛けて
まいります。
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　健康は何よりの財産。幸せの源です。損ねてみてはじめて、その大きさに気付くものです。この大切な健
康を守るために、自分自身の心がけが大切です。健康な時こそ健康チェックを積極的に行い、自分の体のコ
ンディションを知りましょう。
　また、加齢とともにがんや心臓疾患、脳血管疾患などの成人病の発生頻度が高くなります。成人病の予防、
早期発見・早期治療のためにも健康チェックは必要です。明るくハツラツと生きるために、定期的な人間ドッ
ク・健康診断の受診をおすすめします。

　当健診センターでは、生活習慣病予防健診・人間ドック・脳ドック・地域検診を行っております。以前、
1日かかっていた健診が半日程度で終了する様になりました。また、単独健診なども取り入れておりますの
で是非ご利用ください。スタッフ一同心よりお待ちしております。

詳しくは、病院ホームページ、パンフレットでご確認ください。
お問い合わせ・お申し込みは　市立御前崎総合病院　健診センター

電話　0537-86-8867　　FAX　0537-86-8803
予約受付時間　13：00～ 16：00（土日・祝祭日は除く）
ご予約後、受診に必要な書類等をお送り致します。
朝８時 15分受付を開始します。（健康診断・人間ドック）

健康診断コース
一般健診・定期健診・特定健診コースがあります。
　ご加入の健康保険組合によっては、負担金補助や健診の内容が決められている場合がありますので、ご
加入の保険組合にお問い合わせください。

１日ドックコース
　このコースは、成人病の早期発見を目的として全身にわたり検査を行い、総合的な健康チェックをする
ものです。一泊ドックコースもございます。

脳ドックコース
　脳に異常がないかＭＲＩ装置を使って調べる検査です。症状の現れない脳梗塞や脳動脈瘤、脳や頚部血
管の狭窄などの抽出に優れています。

健診センターのご案内

4



第27回御前崎市民公開講座
リウマチ治療最前線

　令和 2年 2月 15日（土）御前崎市民会館において、第 27回御前崎市
民公開講座を開催しました。
　今回は、「リウマチ治療最前線」と題して、当院の病院長である大橋弘幸
と浜松医科大学附属病院整形外科講師・外来医長である鈴木基裕先生によ
る２講演を行いました。
　講演に先立ち、専門の職員による各種相談、健康チェックが開催され、
多くの来場者でにぎわいました。

※鈴木基裕先生は、令和 2年 4月から当院の常勤医師となっています。

【講演1】「リウマチは治りますか？」～21世紀のリウマチ治療
市立御前崎総合病院　病院長　大橋　弘幸

　大橋先生からは、ルノワール、山
やまのうえのおくら
上憶良、ヘンデルなど芸術家に多くリウマチ患者がいたというお話や

長年の治療に携わってきた経験を伺いました。
　昔の治療法は、なんとか痛みを止めようというものだったが、今は良く効く薬ができて、どんどん進歩
しているということでした。ただ、良く効くということは副作用があり、症状にはどうしても波がでるこ
とが多く、治療には多くのひとの関わりが必要となっているとのことでした。

【講演2】「最近の関節リウマチ患者さんは手術でどこまで良くなるの？」
浜松医科大学附属病院整形外科　講師・外来医長　鈴木　基裕　先生

　鈴木先生は、整形外科医として多くの患者さんの手術を行い、改善された様子を動画を用いて説明して
くださいました。
　最近の患者さんの意識は、生活の質を高めたいというものが多く、手の変形を気にして人前にでること
をためらっていた方が、手術により機能回復したことで、「日々の生活を積極的に楽しむようになった。」
といったことが印象に残りました。
　また、手術をするタイミングに画一的なものはなく、人それぞれの事情によって変わってくるというお
話でした。
　鈴木先生が御前崎総合病院で勤務していただけるとういのは、大変心強いと感じました。
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　御前崎市家庭医療センター【通称：しろわクリニック】では、地域住民にしろわクリニック（家庭医）を
身近に感じていただくことを目的に、健康について気軽に話ができる場、地域全体の健康増進を図るため、
休診日（木曜日の午後）を利用して、平成２９年１２月より住民向け講座『しろわカフェ』を開催しています。

　令和 2年 1月 16日（木）午後３時から開催された第 14回『しろわカフェ』では、市立御前崎総合病院
の松下一也薬剤師より「お薬のお話し」と題し、薬に関する様々な疑問に答えていただきました。
　「薬を飲み忘れた時にはどうしたらいいか？」、「2回分を一度に服用しない。」、「飲んだか、飲まなかった
かわからなくなったときには飲むのをやめる。」、「お薬手帳は何冊も持たず一冊にまとめ、受診の際に提出
して先生に診てもらうのがよい。」といったお話でした。

　次回第 15回のしろわカフェは、令和 2年 5月 7日（木）に 2部構成にて行う予定です。お気軽に
ご参加ください。（状況により延期する場合があります。）

第 1部　13：00から 13：40
　「乳がん？～若くても発症します、検診で少しでもはやくみつけませんか～」
第 2部　15：00から 16：00
　「脳卒中、あなたは大丈夫？～健診受けていますか？～」

　また、しろわクリニックでは、「しろわなんでも相談」と題して看護師による無料相談を開催してい
ます。健康のこと、子育てのこと、介護のことなどなんでも結構です。
　開催日は、毎月第 2、第 4木曜日で予約制です。お電話（0548-23-3211）にてお申し込みください。

しろわクリニック主催『しろわカフェ』
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トピックス
クリスマスコンサート 12月18日（水）
　クリスマスコンサートに御前崎市少年少女合唱団が来てくれ
ました。
　今話題の曲からクリスマスソングと幅広いジャンルの曲を聞
かせてもらいました。
　ドレミの歌は、みんなで合唱し楽しい時間を過ごせました。

接遇研修会 1月10日（金）
　特定非営利活動法人日本接遇教育協会の認定接遇インスト
ラクターである倉田康春先生を講師に招き、「コミュニケー
ション能力～あなたの聞き方、伝え方で180度変わる～」と
題し、職員を対象に研修会を開催しました。
　接遇は、「自ら行うもの、自分磨き」であり、相手が評価
するものであり、目の前の患者さんだけでなく、まわりの患
者さんへの配慮も大切といった指摘が印象に残りました。

原子力防災訓練 1月29日（水）
　浜岡原子力発電所内において被ばくした負傷者が発生した想定で、当院に搬送された患者
の簡易除染と治療並びに他院への搬送訓練を実施しました。
　訓練には福島県立医科大学、原子力災害拠点病院（県立総合病院等）及び行政並びに消防
機関も参加しました。関係機関との情報伝達訓練を実施し連絡等を検証することで、災害時
の体制及び手順を確認しました。

編　集　後　記
　春は別れと出会いの季節ですが、皆さんはどのような名残惜しい別れや良い出会いがありましたか。人との出会
いは一期一会であり、出会いによっては自分を成長させてくれますよね。
　また、新たなスタートを切るには最適な時期です。今までなかなか踏み出せなかったことや新しいことにチャレ
ンジしてみてはどうでしょうか。自分はこれから考えるんですが…（M）

重要なお知らせ
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、感染防止対策として当院へ来られる方に対し
「手指消毒の実施」、「マスクの着用」、「面会の禁止」など制限をかけております。
皆様のご理解ご協力をお願いいたします。

静岡家庭医養成協議会設立10周年 2月1日（土）
　静岡家庭医養成協議会の設立10周年記念式典が、掛川市のつま恋で開催されました。
　中東遠地区が連携し、磐田市、菊川市、森町、御前崎市で協議会を構成しています。なん
でも診る医師の養成を目的に「あかっちクリニック」、「森町家庭医療クリニック」、「し
ろわクリニック」が運営されています。これからも地域医療の充実を目指していきます。
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市立御前崎総合病院へのお問い合わせ
〒437-1696　御前崎市池新田2060番地　電話：0537-86-8511　ＦＡＸ：0537-86-8518	

　ホームページ：https://omaezaki-hospital.jp/	 発行：市立御前崎総合病院	広報委員会市立御前崎総合病院

月 火 水 木 金 お知らせ

市

立

御

前

崎

総

合

病

院

内　　  科 午前

初診・総合外来
大橋弘幸
大津重樹

永尾征弥：脳外科外来で診察
藤田昌春 内藤昭貴 榛葉孝弘 古川省悟

循環器外来 秋田敬太郎(予約制) 井口恵介(予約制) 向井正明(予約制) 内藤昭貴 ★5/25(月)秋田医師休診
呼吸器外来 青野祐也(予約制) 穂積宏尚(予約制)
腎臓内科外来 髙橋　聡(予約制) 髙橋　聡(予約制)
糖尿病外来 榛葉孝弘(予約制)
神経内科 小野澤里衣子(予約制)

リハビリ外来で診察 池谷秀樹(予約制) 小野澤里衣子(予約制)
リハビリ外来で診察

★5/12(火)
　小野澤医師休診物忘れ外来

消化器外来 藤田昌春
午後 消化器外来 二見　肇(予約制)

リ ウ マ チ科 午前 リウマチ･内分泌 近藤玉樹(予約制) 近藤玉樹(予約制) 大橋弘幸
近藤玉樹(予約制)

大橋弘幸
近藤玉樹(予約制)

午後 大橋弘幸 大橋弘幸(予約制) 大橋弘幸

小 児 科

午前 外　来 深澤宙丸
川上領太 深澤宙丸 深澤宙丸 伊藤祐介

深澤宙丸
三枝･坂倉(隔週）
内分泌外来(予約)
緒方	勤(月1回）

★5/19(火)PM
　深澤医師休診

午後 特殊外来
（予約制）

再診・予防接種(予約制)
14:00～
深澤宙丸

神経外来(予約)
福田冬季子(第1･3)

予防接種(予約制)
14:00～松本圭司

再診(予約制)
14:00～深澤宙丸
心臓外来(予約)
石川貴充(第2)

再診・予防接種(予約制)
14:00～
深澤宙丸

予防接種(予約制)
14:00～
清水大輔

再診・予防接種(予約制)
14:00～
深澤宙丸

★5月福田医師診察日:11日､ 18日
★検査希望者は10:30までに来院を
★予防接種･特殊外来は予約制

外 科
午前

外　来 小泉貴弘(予約制) 尾﨑裕介 小泉貴弘(予約制)
中村　達(予約制)

奈良啓悟(予約制)9:30～
中村　達(予約制) 尾﨑裕介

血管外科外来 山中裕太
(予約制)10:30～

内視鏡検査 尾﨑裕介
AM小泉(1･3･5)
辻(2･4)

PM小泉･尾﨑
藤田昌春 藤田昌春 AM小泉貴弘

PM尾﨑裕介

整 形 外 科
午前 外		来 鈴木基裕

宮本繁之 宮本繁之 今田貴章 今田貴章 一ノ瀨初美
(予約制)

午後 外　来 鈴木基裕
宮本繁之

鈴木基裕
宮本繁之 今田貴章 ★午後受付

　13:00～15:30

脊椎センター 午前 外　来 北浜義博(第3･5)(予約制)
鈴木　智(予約制)

北浜義博(予約制)
鈴木　智(予約制)

北浜義博(予約制)
鈴木　智(予約制)

★5/11(月)､ 25(月)診療あり(予約制)
★5/12(火)､ 15(金)､ 18(月)､ 19(火)北浜医師休診

脳神 経 外科
午前 外　来

永尾征弥
9:30～

難波宏樹(第3)
9:00～

山本泰資
(予約制)9:00～ 鈴木　智

山本泰資(第1･3)
(予約制)9:00～
神尾佳宣(第2･4･5)

(予約制)8:30～

永尾征弥(第1･3･5)
横田(第2)(予約)8:30～
横山(第4)(予約)9:00～

パーキンソン外来 横山徹夫:第4(予約制)

午後 外　来 永尾征弥
13:30～

永尾征弥
13:00～

横田尚樹:第2(予約制)
横山徹夫:第4(予約制)

★午後受付
　13:00～15:00まで

産 婦 人 科 午前 外　来 佐倉東武 佐倉東武

眼 科 午前 外　来
堀田喜裕(月2回：予約制)
鈴木寛子(月1回：予約制)
古森美和(月1回：予約制)

山田亮佑(第1)
(予約制) 磯貝正智

★午後受付13:00～16:00まで午後 外　来 松岡貴大

耳鼻 咽 喉科 午前 外　来 瀧澤義徳 峯田周幸
(予約・紹介状) 三澤　清

泌 尿 器 科 午前 外		来 渡邊恭平
午後 外		来 渡邊恭平(予約制)

透 　 析 髙橋　聡 髙橋　聡 髙橋　聡

皮 膚 科 午前 外　来 飯田晴康 飯田晴康 飯田晴康(予約制) 飯田晴康 飯田晴康
午後 学生外来(再診予約) ★第3月曜日休診

形 成 外 科 午前 太田悠介 小野澤久輔

麻 酔 科 午前 外		来 乙咩公通(予約制)
★透析センターで診察

リハビリテーション科 午前 外　来 田中　博(第2･4･5)
(予約制)

健 診 セ ン タ ー 佐倉東武 佐倉東武 佐倉東武 大久保悠介 榛葉孝弘

し 

ろ 

わ

ク
リ
ニ
ッ
ク

内科・心療内科
小 児 科 ・ 外 科
整 形 外 科
婦人科・皮膚科
リハビリテーション科

受付時間 月 火 水 木 金 お知らせ
午前 8:15～11:30 吉野　弘

三浦弓佳
吉野　弘
三浦弓佳
綱分(訪問)

井上真智子
綱分信二
吉野弘(訪問)

吉野　弘
名倉脩平

吉野　弘
綱分信二
樋口(訪問) ★5/19(火)､28(木)AM

　三浦医師休診
午後 13:00～16:30

吉野　弘
綱分信二
三浦(訪問)

三浦弓佳
樋口智也

井上真智子
吉野　弘
大津重樹

吉野　弘
樋口智也

問い合わせ先
◎市立御前崎総合病院
　TEL	0537-86-8511　FAX	0537-86-8518
◎御前崎市家庭医療センターしろわクリニック
　TEL	0548-23-3211　FAX	0548-63-5622

令和2年5月 外来診療担当表
令和2年4月14日現在

＊受付時間は8:15～11:00です。ただし、整形外科の午後は13:00～15:30、
　脳神経外科の午後は13:00～15:00、眼科の火曜日午後は13:00～16:00の受付となります。
＊内科の専門外来は予約制です。予約には紹介状が必要となります。
＊人間ドックや検診後の再検査は、該当の診療科へご予約後お越しください。
＊予約変更およびお問い合わせ等につきましては、13:00～16:00にご連絡ください。
＊都合により、担当医師・診療時間等が変更される場合があります。詳しくは各科へご確認下さい。


