
　“御前崎市家庭医療センターしろわクリニック” 
が、11月で開院1周年を迎えます。
　多くのみなさまにご利用いただき、ありがとうご
ざいます。
　今後も、地域医療に役立つ施設となるよう頑張り
ますので、よろしくお願いします。
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♦当院の認定状況
　平成 20 年（2008 年）に初回の審査を受け、「一般病院（200 床以上 500 床未満）」の
認定を受けました。以後５年間の認定期間ごとに更新を行ってきました。
　平成 25 年（2013 年）の第１回目の更新では、「一般病院１（100 床以上）（主たる機能）」
に加え、「リハビリテーション病院（副機能）」の認定を受けました。
　今回は、前回認定を受けた「一般病院１（100 床以上）（主たる機能）」、「リハビリテー
ション病院（副機能）」に「慢性期病院（副機能）」を加えた３種別を同時受審し、こ
のたび、日本医療機能評価機構から認定を受けました。

♦病院機能評価とは？
　病院機能評価とは、公益財団法人日本医療機能評価機構が、第三者の立場で病院を
審査し、病院が質の高い医療を効率的に提供できていることを、客観的に評価するも
のです。
　認定期間は５年間で、認定を継続させるためには、５年おきに審査を受ける必要が
あります。

♦何を評価するか？
　病院機能評価は、国民が安全で安心な医療が受けられるよう、４つの評価対象領域
から構成される評価項目を用いて、病院組織全体の運営管理および提供される医療に
ついて評価します。
　１領域　「患者中心の医療の推進」
　２領域　「良質な医療の実践１」
　３領域　「良質な医療の実践２」
　４領域　「理念達成に向けた組織運営」

♦認定証の伝達
　日本医療機能評価機構からの認定証が、８月 30 日（木）に栁澤御前崎市長より伝達
されました。

病院機能評価認定の再認定を受けました
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認知症看護認定看護師

東３階病棟　二井谷　美紀

　認知症の方は、何らかの脳障害により、「もの忘れ」、「時間・人・場所の感覚があや
ふやになる」、「段取りを組むことが苦手になる」などが起こることで、生活のしづらさ
があります。
　また、入院による急激な環境の変化に影響を受けやすく、体調の変化を言葉で言い表
すことができにくいことがあります。
　認知症看護認定看護師は、体の不調を整えるだけでなく、生活のリズムを整え、療養
環境を調整し、日常生活が困らないように支援していきます。適切な環境調整によって
穏やかな日常の維持につながります。
　退院後は、住み慣れた生活の場へ安心して帰り、暮らしが再開できるように、ご本人
をはじめ、ご家族のサポートを一緒に考えていきます。認知症の発症から終末期までの
状況に合わせ、様々な職種と連携して看護ケアを提供していきたいと考えております。
　厚生労働省の推計では、2025 年には認
知症の方が 700 万人に達すると見込まれ
ています。認知症は珍しい病気ではあり
ません。当院では物忘れ外来を、火曜日・
水曜日・木曜日に予約制で行っています。
　
　お困りのことがございましたら、お気
軽にご相談下さい。

認定看護師の紹介

認定看護師（Certified Nurse）とは
　認定看護師制度は、特定の看護分野において、熟練した看護技術と知識を用い
て水準の高い看護実践のできる認定看護師を社会に送り出すことにより、看護現
場における看護ケアの広がりと質の向上をはかることを目的としています。
　認定看護師とは、公益社団法人日本看護協会認定看護師認定審査に合格し、あ
る特定の看護分野において、熟練した看護技術と知識を有することが認められた
者をいいます。
　当院には、「皮膚・排泄ケア」、「がん化学療法看護」、「がん性疼痛看護」、「訪
問看護」、「感染管理」、「認知症看護」、「脳卒中リハビリテーション看護」の認定
看護師が在籍しています。
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　平成29年度は、急性期病棟66床、地域包括ケア病床8床、回復期リハビリテーション病棟60
床、療養病棟54床の計188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、平成29年11月6日に「御前崎市家庭医療センターしろわクリニック」が白羽地区に開業
しました。これに伴い事業別収支の項目に「家庭医療事業」の項目を追加しました。
（家庭医療事業の収支は11月から３月までの集計です。）

　資産購入費は、総額203,328千円で、内訳の主なものは放射線情報管理システム（39,096千円）
の導入、移動型手術台、器具除染用洗浄器、家庭医療センター電子カルテシステム、多用途透析
用監視装置等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479,142千円で、内訳の主なものは家庭医療センター建設工
事（386,118千円）、１階厨房改修工事（65,312千円）、保健福祉センター空調機更新工事
（34,143千円）等を実施しました。

平成29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）
医業収益 3,346,467
医業費用 4,257,055
医業損益 △ 910,588
介護事業収益 52,874
介護事業費用 64,360
介護事業損益 △ 11,486
医業外収益 1,085,816
医業外費用 163,720
医業外損益 922,096
附帯事業収益 443,036
附帯事業費用 434,634
附帯事業損益 8,402
家庭医療事業収益 85,312
家庭医療事業費用 54,993
家庭医療事業損益 30,319
経常損益 38,743

特別利益 4,396
特別損失 59,762
当年度純損益 △ 16,622

収支の状況
収入
（単位：千円）

入院収益
1,806,508

外来収益
1,172,899

健診収益他
218,061

福祉センター収益
383,510

補助金・負担金
1,288,901

　しろわクリニック
収益
16,412

その他収益
127,215

費用
（単位：千円）

給与費
2,308,112

材料費
762,328

経費
776,575

減価償却費
382,367

福祉ｾﾝﾀｰ費用
498,994

しろわクリニック費用
54,993

その他費用
191,394

移動型手術台 家庭医療センターリハビリ機器
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　東海アクシス看護専門学校は、磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、菊川市、森町の５市１町
が共同で設立した公立の看護専門学校です。
　生徒は管内の病院で研修を行い、卒業生の多くは管内の病院に就職しています。

（公立）東海アクシス看護専門学校からのお知らせ

◆平成30年度　第22回カリヨン祭
今年で第 22 回を迎える東海アクシス看護専門学校の学校祭です。
看護師をめざす学生たちが、地域の皆さんとの交流を楽しみにしています。
老若男女を問わず楽しめる企画を予定しています。どなたでもお越しいただけます。
校内見学も出来ますので、どうぞお友達やご家族とご一緒にお越しください。
入場無料、事前申込不要です。直接会場にお越しください。

日時：平成 30年 11月 10日（土）、午前 10時から午後３時、雨天決行
会場：東海アクシス看護専門学校（袋井市上田町 267-30）
内容：テーマ「輪　～広めよう看護の心～」
企画：妊婦体験、身体計測、車いす体験、子育て体験～沐浴・抱っこ～

模擬店（焼きそば、フランクフルト、お絵かきせんべい）
地域の障がい者就労支援団体の皆さんが出店します。
スタンプラリー（校内をめぐり、赤・青・黄すべてのスタンプを押すとプレゼントを差
し上げます）

◆平成31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）男女３０人程度
受験資格：１. 高等学校を卒業した方、又は平成 31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：平成 30年 12月３日（月）～ 12月 18日（火）午後５時必着
出願方法：直接又は郵送 (簡易書留 )
試 験 日 ：平成 31年１月 10日（木）学科試験、適性検査

平成 31年１月 22日（火）面接試験
試験会場：東海アクシス看護専門学校（袋井市上田町 267-30）
合格発表：平成 31年２月７日（木）

＜願書請求方法＞東海アクシス看護専門学校窓口で配付しています。また、学校案内と
募集要項の郵送受付、過去４年間分の試験問題集販売につきましては、本校ホームペー
ジをご確認ください。

問い合わせ先：東海アクシス看護専門学校　総務課
〒437-0033　袋井市上田町２６７－３０
TEL：0538-43-8111　FAX：0538-43-8122
ホームページ　https://axis-ns.jp/
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２階食堂工事のお知らせ

高校生１日ナース体験

高校生インターンシップ

小学校５, ６年生･中学生のための医療現場見学会

８月７日（火）〜８（水）

８月８日（水）〜10（金）

７月31日（火）

　高校１～３年生12名が、１日ナース体験事業に参加
しました。
　近隣の高校から、計12名の参加があり、病棟や手術
室の見学、手足浴等の体験、先輩看護師との懇談会を行
い看護師の仕事を学びました。

　池新田高校の２年生６名が高校生インターンシップに
参加しました。
　病棟ほか各部門の見学、看護体験を行い、看護師の仕
事を学びました。

　御前崎市地域医療を育む会主催の医療現場見学会が開
催されました。
　小学校５,６年生及び中学生を対象に、病院や消防署
など、医療現場でどのような職種の人が働いているのか
を学びました。
　生徒の皆さんは、興味のある職種の方に話を聞いた
り、質問をすることで、将来や進路を考える機会になっ
たと思います。
　また、「地域医療のお話」と題し、浜松医科大学山岡
泰治先生のお話を聞きました。

平成31年１月～３月にかけて、２階食堂の厨房改修工事を行います。
この間は、11時～14時のランチタイム営業を休止させていただきます。
詳細な時期は、決まり次第ホームページ等でお知らせします。
ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いします。

トピックス

編　集　後　記
　今年は、大雨、猛暑、台風、地震、自然災害に泣かされた夏でした。自然に翻弄され、まだまだ不自由な生活
をしている人達も沢山います。これもみんな自然の成せるわざ。これ以上の災いは勘弁してもらいたいです。秋
の夜長ゆっくり虫の音を楽しみたいですね。（空）
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新任医師の紹介
外科 小

こじま

嶋　忠
ただひろ

浩医師
10月1日から赴任しました小嶋忠浩と申しま
す。病院に来て第一印象は海がきれいに見え
少し感動しました。どうぞよろしくお願いし
ます。

10月1日に
着任されました

保健福祉センター夏祭り

保健福祉センター敬老会

７月27日（金）

９月12日（水）

　健康保健福祉センターで、恒例の夏祭りが行われまし
た。
　１階食堂の特設ステージにてstreet dance studio 
flavaのみなさんによるダンスと、横須賀高校郷土芸能
部のみなさんによる祭囃子が披露されました。
　子供たちのダンスには「かわいい」と声援が飛び、祭
囃子には自然と体が動き、掛け声が出ていました。
 また、玄関前広場では花火も行われ、夏の夜空を彩り
ました。

　総合福祉センターで敬老会が行われました。長寿、米
寿の表彰を行ったあとは、高松保育園年長組さんのかわ
いい歌や踊りが披露されました。
　最後に園児が肩たたきをして「元気で長生きして
ね。」と声を掛け、利用者さんの表情もほっこりしてい
ました。

平成31年度採用職員（追加）募集

職種・募集人数
及び募集年齢

（有資格者又は資格
　　取得見込みの者）

① 看護師 若干名 49 歳以下
② 看護助手 １名 49 歳以下
③ 介護福祉士 若干名 49 歳以下
④ 介護員 若干名 35 歳以下
⑤ 薬剤師 若干名 50 歳以下
⑥ 診療放射線技師 １名 35 歳以下

試 験 日 平成 30 年 12 月 15 日（土）
受付期間 平成 30 年 10 月 15 日（月）～平成 30 年 12 月 3 日（月）
詳しくは、病院管理課（電話）0537-86-8511 へご連絡いただくか、
病院ホームページ（https://omaezaki-hospital.jp）をご覧ください。
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平成30年11月 外来診療担当表
平成30年10月17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

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 古川省悟 望月康弘 内藤昭貴 榛葉孝弘 藤田昌春

★11/13㈫小野澤
医師休診

一般内科 大橋弘幸 望月康弘
循環器外来 鈴木佑一（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 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）
脳神経外来で診察

小野澤里衣子（予約制）
リハビリ外来で診察物忘れ外来

消化器外来 鮫島庸一（予約制） 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（予約制） 大橋弘幸（予約制）
近藤玉樹（予約制） 近藤玉樹（予約制）

小 児 科

午前 外　来
深澤宙丸

深澤宙丸 深澤宙丸 坂口公祥
深澤宙丸

三枝･坂倉（隔週）
内分泌外来（予約）
緒方 勤（月1回） ★11/30㈮緒方医師休診

小野裕之（第1･3･5）
内山弘基（第2･4）

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～中野　潔

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

★11/13㈫石川医師休診
★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
小嶋忠浩 小泉貴弘 奈良啓悟（予約制）         

9:30～ 小嶋忠浩
中村　達（予約制） 中村　達（予約制） 中村　達（予約制）         

9:30～10:30
血管外科外来 矢田達朗

10:30～（予約制）
内視鏡検査 藤田昌春 AM小泉貴弘

PM小嶋忠浩 藤田昌春 AM斉田(1･3･5)
辻(2･4)

AM小泉貴弘
PM小嶋忠浩

整 形 外 科
午前 外  来 錦野匠一

（予約制）9:00～ 小早川雅洋 花田　充
（予約制）9:30～

山下大輔（第1･3）
渡邉　悠（第2･5）
鈴木義司（第4）

三原唯暉
（予約制）9:00～

★11/9㈮AM三原医師
休診
★11/9㈮PM小早川医師
休診

午後
外　来 小早川雅洋 小早川雅洋 ★午後受付13:00～15:30

スポーツ外来 鈴木義司（第1･3） ★11月診察日:16日､ 30日
脊椎センター 午前 外　来 北浜義博（予約制）

脳神経外科
午前

外　来 山﨑友裕（予約制） 
8:30～

山本泰資(第1･3)
（予約制）8:30～

横田尚樹（第2）
横山徹夫（第4）

（予約制）9:00～
★11月の横山医師の
診察日：16日㈮

パーキンソン外来 横山徹夫:第4（予約制）

午後 外　来 横田尚樹:第2（予約制）
横山徹夫:第4（予約制）

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）
松岡貴大

★11/21㈬休診
★木曜日 受付10:30
まで

耳鼻咽喉科 午前 外　来 大和谷崇 峯田周幸
（予約・紹介状） 三澤　清

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 予約外来（学生） 平川聡史
第3（予約制） ★第3月曜日休診

形 成 外 科 午前 山田萌絵（予約制） 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 小野澤里衣子（予約制） 小野澤里衣子（予約制）田中　博（第2･4･5）
（予約制）

★11/13㈫小野澤
医師休診

健 診 セ ン タ ー 大川　力 大川　力 佐倉東武 大川　力 佐倉東武

内 科 系 時 間 内 救 急 当 番 古川～15:00 大橋弘幸 内藤昭貴 榛葉孝弘 藤田昌春15:00～内藤

外 科 系 時 間 内 救 急 当 番 北浜義博 小嶋忠浩 飯田晴康 小嶋忠浩 小泉貴弘
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わ

ク
リ
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内科・心療内科
小 児 科 ・ 外 科
整形外科・産婦
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

金子　惇 吉野　弘 吉野　弘
井上真智子

吉野　弘
金子　惇

吉野　弘
金子　惇

午後 13:00～16：30 吉野　弘
金子　惇 吉野　弘 吉野　弘

井上真智子
吉野　弘
金子　惇

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

＊　受付時間は8:15～11:00です。ただし、 毎週木曜日の眼科は8:15～10:30、整形外科の午
　　後は13:00～15:30、スポーツ外来は13:30～16:30の受付となります。
＊　内科の専門外来、リウマチ科は予約制です。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ください。


