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春陽の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

当院の運営にご理解、ご協力をいただき、誠にありがとうございます。このたび、 

前任の増田に代わりまして、地域連携室を担当させていただくことになりました、 

小林と申します。地域のみなさまとの連携を深めながら、当院の役割機能を担う 

べく、地域連携室一丸となり精一杯取り組んでいく所存でございます。 

今後とも、ご支援・ご指導を賜りますよう、よろしくお願いいたします。   地域連携室長 小林恵美子                                                        
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退職 ３月３１日付                 内科 勝見 章 外科 原 竜平 整形外科 有馬 秀行 整形外科 一ノ瀨 初美 
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２．新任医師の紹介   榛葉 孝弘 医師 

 

皆さんこんにちは。榛葉孝弘と申します。出身は掛川市、小学校の 

春の遠足は 6 年間浜岡砂丘で砂の造形をしていました。高校は磐田、 

高校卒業後は県外の生活も長く東京、川崎、名古屋、京都、鹿児島な 

ど、県内も浜松、島田、静岡、富士での勤務があり、今回両親が高齢 

となり小笠・掛川地域に戻ることを決意し、4 月 1 日から当院で勤務さ 

せて頂くこととなりました。 

一般内科を幅広く診させて頂きますが、月曜日の午前に上部消化管内視鏡検査（胃カメラ）、火曜日に糖尿病 

外来をさせて頂きます。水曜日は一般内科 初診・総合外来（7月から木曜日も担当予定）を行い、月・木と緊急入

院当番をさせて頂きます。その他、この地域の需要に応じた医療に随時対応させていただきたいと考えております。 

市立御前崎総合病院は、自治体病院のソフトボールやバレーボールでも県大会で優勝するなど潜在能力の高い

スタッフが多くおり、お互い協力しより良い医療を提供してまいりたいと思います。今後とも宜しくお願い致します 
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３． 整形外科外来診療のお知らせ  

 ５月１２日より整形外科診療を毎日行います。月・水・金の午前診療は今まで通り予約制となります。 

火・木曜日の午前・午後、水曜午後の診察は事前予約が不要となります。 

※ 午前の受付時間は８時１５分から１１時までとなります。 

    火～木曜日午後の受付時間は午後１時から午後３時までとなります。 

    なお、急な休診等が入る場合もございますので、受診の際にはお電話にてご確認いただきますよう患者様に 

ご案内をお願いいたします。 

【予約受付・予約変更】                         【お問い合わせ連絡先】 

整形外科外来受付 ☎０５３７－８６－８５１３            地域連携室     ☎０５３７－８６－８８５２ 

※13：00～17：00 の間にご連絡ください。                           📠０５３７－８６－８８５３ 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

午前 予約制 診療可 予約制 診療可 予約制 

午後  診療可 診療可 診療可  

  ※医師名につきましては外来担当表をご確認下さい。 

４．地域連携室のご紹介 

  今年度地域連携室職員一同となります。１年間よろしくお願いいたします。 

４月より相談業務専用電話を開設しましたので、お知らせいたします。 

相談業務    ☎  ０５３７－８６－８５４１ 

【主な業務】 

 回復期リハビリ病棟受入れ、療養病棟受入れ、入退院支援、福祉相談 

連携事務業務 ☎  ０５３７－８６－８８５２ 

【主な業務】                                                      塚本 ・加藤 

 受診の御予約、受託検査予約、診療お問い合わせ等                内山 ・伊藤 ・京𣘺 ・萩原 ・増田 

※FAX番号につきましては共通で使用しますので変更はございません。          ・淺井 ・小林 ・水野 

          📠  ０５３７－８６－８８５３  （共通）                                                                                                      

５．統計 

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

逆紹介数

｢人｣ 

小笠 147 87 84 96 73 101 85 80 98 108 117 109 

榛原 51 22 34 44 22 33 32 33 32 27 30 31 

紹介者数 

｢人｣ 

小笠 86 109 100 121 100 113 115 84 105 105 118 111 

榛原 20 35 39 38 24 27 31 19 18 32 29 19 

逆紹介率 

｢％｣ 

小笠 170.9 79.8 84.0 79.3 73.0 89.4 73.9 95.2 93.3 102.9 99.2 98.2 

榛原 255.0 62.9 87.2 115.8 91.7 122.2 103.2 173.7 177.8 84.4 103.4 163.2 

検査受託 

件数（人） 

小笠 74 33 41 60 46 28 33 30 32 27 31 42 

榛原 16 9 13 9 10 7 7 8 6 8 5 9 



 


