
　8月6日(木)と7日(金)の2日間、池新田高等学校イ
ンターンシップが行われました。
　看護師になりたい、リハビリ関係に興味があると
いう学生が参加し、真剣な表情で見学し、説明を聞
いていました。
　血圧測定や心臓マッサージなども経験し、病院で
の仕事を学びました。
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変形性膝関節症とは
　膝関節の中には軟骨や半月板や靭帯などがあり、日常的な動作の繰り返しによって少しずつですが傷を生
じます。変形性膝関節症は時間をかけて進行し、ひどくなると軟骨はすり減って関節が変形し、膝を曲げた
り伸ばしたりする動作がスムーズにできなくなります。

変形性膝関節症について

症状は？
　初期では歩き始めや下り坂の歩行で痛みを感じたり、膝の中に水が溜まったりします。
　これらの症状は一時的には良くなりますが、何度か繰り返していくうちに徐々に悪化していきます。多く
の人は膝の内側に痛みを感じ、軟骨が摩耗することで脚は O 脚に変形していきます。

治療は？
　症状が軽い場合は痛み止めの内服薬や外用薬を使ったり、膝関節内にヒアルロン酸などの注射をします。
また運動器リハビリテーション、足底板や膝装具を作成することもあります。

SLR 運動（脚あげ体操）

日本整形外科学会 HP より

Zimmer Biomet 社

　このような治療でも治らない場合は手術治療も検討します。これには関節鏡（内視鏡）手術、高位脛骨骨
切り術（骨を切って変形を矯正する）、人工膝関節置換術などがあります。
　現在、変形性膝関節症の手術で最も多く行われているのが、人工膝関節置換術です。関節のすり減った軟
骨と傷んだ骨の表面部分を切除して、金属やプラスチックでできた人工の関節に置き換える手術です。
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膝関節運動機能（平均値）
　当院で手術を行なった患者様の術前（入院時）から術後（退院時）までの経過を担当理学療法士によって
評価しました。
　多くの患者様が術後の膝関節機能改善を認めております。

　当院では 2020 年４月より整形外科医が常勤することになり、患者様の年齢・症状を考慮して患者様に
適した治療法を相談して決めていきます。まずは外来で御相談ください。

Zimmer Biomet 社

　膝関節の損傷が比較的軽度の患者さんの場合、膝の片側だけを置き換える人工膝関節部分置換術が適用で
きる場合があります。骨を削る量や手術の傷も小さく、より早期の回復が望めます。

術後

術前
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　当院では、ふじのくにねっと（正式名称：ふじのくにバーチャル・メガ・ホスピタル）を利用しています。
患者さまの医療情報の一部を、患者さまが受診する医療関連施設（ふじのくにねっと参加施設限定）で活用
するＩＴネットワークシステムです。
　患者さまが当院へ受診や入院をする場合、または、当院から他院へ受診・転院される場合などに、患者さ
まの医療情報を共有することができます。

参加同意取得方法の変更のお知らせ

変更前：「ふじのくにねっと」に参加する場合は登録申込書を記入

変更後：登録申込書の記入不要
※利用目的、利用不同意の意思表示に関する掲示を院内に掲載し、利用の際は、口頭同意確認をさせていただきます。

　令和 2 年 8 月 3 日から、ふじのくにねっと利用時の参加同意取得方法が、変更となりました。

◆他の加入施設の病院に救急車で搬送されたとき、当院の医療情報を搬送先で参照することができ、よ
り詳しい病状の把握ができる場合があります。

◆他の加入施設の病院に転院される場合は、転院先の施設に情報を伝えることができます。
◆当院からかかりつけ医（参加医療関連施設）に紹介の際は、医療情報を開示し情報共有をはかること

ができます。

　患者さまに「不同意書」を提出いただくことで、いつでも提供の停止を求めることができます。（この不
同意書は後からいつでも撤回することができます。）
　「不同意書」の記入を希望する場合は、総合受付までご連絡下さい。

（１）ふじのくにねっとで診療情報を見ることができるのは、原則として患者さまご自身の診療に関わる医
療関連施設に限られます。

（２）情報参照の際は、患者さまに参照許可のご判断をいただきます。（場合によりご家族様に確認させて
いただく場合があります。）ただし、以下の場合は許可を得ず事後説明となる場合があります。

　　※医師が患者さまの診療のために、相談などを必要と判断し、他の専門施設へ情報開示する場合
　　※医師が緊急と判断し、搬送先などの施設へ情報開示する場合
（３）開示・参照された診療情報は医療従事者の守秘義務に基づき、遺漏のないよう管理されます。
（４）このシステムは、厚生労働省の医療情報システムの安全管理に関するガイドラインに基づき、外部か

ら不正な侵入に対して厳格に情報を保護しています。

個人情報の取り扱いについて

ふじのくにねっとによる診療情報の提供を望まない場合
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お問合せ
最新の参加施設の情報など、詳しくは下記のアドレスからご確認下さい。
ふじのくにねっとホームページ　http://www.fujinokuni-net.jp/
その他ふじのくにねっとに関するご質問等ございましたら、当院患者支援センター
地域連携室までご連絡下さい。（0537-86-8852）

参照施設
病院
診療所
薬局など

※加入施設に限る

診療情報
などの開示

連携

連携

当院

開示病院

診療情報
などの参照

ふじのくにねっと
管理センター

参
照

開
示

開示

参照

参
照

開
示
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　令和元年度は西3階病棟を7床増床し、急性期病棟68床、地域包括ケア病床11床、回復期リハビリ
テーション病棟60床、療養病棟54床計193床（許可病床199床）、老人保健施設50床で運営をいたしま
した。また、令和2年度からの整形外科入院患者受け入れのため、設備体制などを整えました。

　機器及び器具購入費は、総額150,023千円で、内訳の主なものは内視鏡超音波情報管理システム
（30,390千円）の導入、多用途透析用監視装置(11,250千円)などの器械器具購入を行いました。
　改良工事につきましては、総額366,175千円で、内訳の主なものは総合保健福祉センター放射線防
護対策工事（279,083千円）、病院屋上笠木改修工事（46,000千円）、職員宿舎310・210号室改修工事
（10,979千円）等を実施しました。

令和元年度 市立御前崎総合病院 決算報告

器械整備・改良工事の状況

【事業別収支】 （単位：千円）税抜
医業収益 3,493,406
医業費用 4,365,393
医業損益 △ 871,987
介護事業収益 72,292
介護事業費用 88,861
介護事業損益 △ 16,569
医業外収益 907,594
医業外費用 198,409
医業外損益 709,185
附帯事業収益 442,841
附帯事業費用 423,823
附帯事業損益 19,019
家庭医療事業収益 220,035
家庭医療事業費用 214,746
家庭医療事業損益 5,289
経常損益 △ 155,064

特別利益 1,623
特別損失 16,936
当年度純損益 △ 170,377

収支の状況

多用途透析用監視装置 病院屋上笠木改修工事 総合保健福祉センター
放射線防護対策施設

収入
（単位：千円）

入院収益
2,006,142

外来収益
1,145,031健診収益他

213,333

補助金・負担金
1,127,736しろわクリニック収益

114,035

　福祉センター収益
395,433

その他収益
134,458

費用
（単位：千円）

給与費
2,444,959

材料費
661,782

経費
801,532

減価償却費
434,003

福祉センター費用
512,683

その他費用 221,525
　しろわクリニック費用

214,746
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トピックス
総合防災訓練 8月30日（日）
　8月30日に、病院・総合保健福祉センターの総合防災訓練を
実施しました。今年の防災訓練は、新型コロナウイルス感染拡
大防止により規模を縮小し、病院職員のみで行いました。トリ
アージ訓練、消火訓練、通信訓練等を行い、災害時の対応につ
いて確認を行いました。

100歳のお祝い 9月2日（水）
　敬老の日に先駆けて、100歳を迎えられた老人保健施設の入
所者様が表彰を受けられました。
　9月2日、市役所の職員の方にお越しいただき表彰を受け、ご
家族様、センターの職員みんなでお祝いをしました。長生きの
秘訣は「しっかりご飯を食べること」という事です。いつまで
もお元気でいてください。

敬老会 9月8日（火）
　9月8日、総合保健福祉センターで敬老会を行いました。毎年
市内の幼稚園児による慰問がありますが、新型コロナウイルス
感染拡大防止の関係で今年は中止になり、余興として今年入職
した職員の書道パフォーマンスによるお祝いメッセージがあり
ました。いつもとは違う敬老会でしたが、みなさんの笑顔をた
くさん見ることができました。

東海アクシス看護専門学校 令和３年度入学生募集（一般入学試験）
募集人数　看護学科（修業年限３年）　30 人程度
受験資格　１高等学校を卒業した方、又は令和３年３月に高等学校を卒業見込みの方
　　　　　２文部科学大臣が前項 1 と同等以上の学力を有すると認定した方
出願期間　令和２年 12 月１日（火）～ 12 月 18 日（金）　午後 5 時 15 分必着
出願方法　直接又は郵送（簡易書留）
試 験 日　令和３年１月８日（金）学科試験、適性検査
　　　　　令和３年１月 15 日（金）面接試験
　　　　　令和３年２月１日（月）面接追試験（該当者のみ）
試験会場　東海アクシス看護専門学校
合格発表　令和３年２月８日（月）
問い合わせ先　東海アクシス看護専門学校　総務課入試担当
　　　　　　　TEL0538-43-8111　FAX0538-43-8122
　　　　　　　〒 437-0033　袋井市上田町 267-30
　　　　　　　URL:https:// axis-ns.jp/ 

編　集　後　記
　新型コロナウイルスの感染拡大に伴う影響があちこちに出た夏だった。オリンピックの延期、子供達の夏
休み縮小、会社ではテレワークの導入、そして梅雨が明けてからの暑さ。立秋を過ぎたとは思えない。こん
な中で毎日のマスク。より一層暑さを感じる夏だった。1日でも早くコロナが収束する事を願うばかり。ま
だまだマスクが手放せそうにない。（海と空）
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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
稲葉史明

永尾: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
呼吸器外来 井上裕介(予約制) 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

★11/10(火),24(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)
稲葉史明(予約制)

大橋弘幸
近藤玉樹(予約制)
稲葉史明(予約制)

★11/6(金)PM、20(金)
　大橋医師休診
★11/18(水)、27(金)
　近藤医師休診

午後 大橋弘幸 大久保悠介(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）

★11/10(火)PM,20(金)
　AM,30(月)
　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～芦田壮大

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

★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:第2･4(予約制)
中村　達(予約制)

奈良啓悟
(予約制)9:30～ 尾﨑裕介

★11/5(木)
　奈良医師休診
★11/17(火)
　尾﨑医師休診

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

午後 外　来 鈴木基裕
宮本繁之

鈴木基裕
宮本繁之

今田貴章
14:00～

★午後受付
　13:00～15:00

脊椎センター 午前 外　来 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)

北浜義博(予約制)
鈴木　智(予約制) ★第1月曜･第3金曜:

　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～

★11/2(月)、19(木)PM、20(金)、
　26(木)PM永尾医師休診

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～

★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)
清水瑞己(月1回:予約制)

青沼宏亮（第1）
(予約制) 磯貝正智

★11/10(火)
　松岡医師休診

★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(再診予約) 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(訪問)

吉野　弘
大津重樹

吉野　弘
綱分信二
樋口(訪問)

★11/6(金)綱分医師休診
★11/16(月)､24(火)PM､26(木)
　三浦医師休診

午後 13:00～16:30
吉野　弘
綱分信二
三浦(訪問)

樋口智也
三浦弓佳

井上真智子
吉野　弘
名倉脩平

吉野　弘
樋口智也

令和２年11月 外来診療担当表
令和2年10月8日現在

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

＊受付時間は8:15～11:00です。ただし、整形外科の午後は13:00～15:00、
　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。


