
　３月２３日（土曜日）、恒例の菜の花コンサートを開催
しました。
　市内のコーラスグループ「ひばり会」「ささゆりの会」の
みなさんに歌声を披露していただきました。
　今年は、屋上庭園の菜の花は生育が悪く、また、当日
は寒の戻りで気温も低い中、コンサートは講堂で開催さ
せていただきました。
　「青い山脈」や「故郷」など、患者様も一緒に口ずさみな
がら聴かせていただきました。
　春はいいですね。
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•　今まで培ってきた技術や知識を活かし、新しい環境で頑張っていきたいです。

•　今までの経験を活かし、新たな地で学びを深めていきたいです。

•　患者様の訴えを傾聴し、愛される看護師を目指します。

•　患者様に寄り添った看護をしていきたいです。

•　積極的に様々なことを学んでいきたいです。わからないことは、学習したり質問し、成長していきた
いです。

•　1年目でわからないことばかりですが、日々勉強して頼られる看護師になれるよう明るく元気に頑張
ります。

•　専門職としての知識と技術を身に付け、患者様と向き合い、信頼関係を築いていける看護師になりた
いと思います。

•　知識、技術を日々身につけていき、安全な看護を提供できるようにしていきたいです。

•　知識、技術をしっかりともった笑顔が素敵な看護師になれるよう頑張ります。

•　学生という立場から看護師というプロの職になり、常に勉学に励み、責任のある行動をとれるよう知
識や技術を身につけていきたいと思います。また、最初の頃は慣れず難しいことも多いと思うので、
「笑顔でコミュニケーション」を大切にしていきたいです。

•　専門職である看護師として働くうえで、まだまだ未熟ではありますが、毎日勉学に励み、一歩ずつ成
長していきたいです。

31年度、新規採用者
医師2名、看護師11名、介護員5名、診療放射線技師1名、臨床工学技士1名、理学療法
士3名、事務員1名を新たに採用いたしました。よろしくお願いします。

【看護師】

•　患者様の思いに寄り添える介護員になれるよう頑張ります。宜しくお願い致します。

•　先輩方から教えて頂くことをよく聞き職務につきます。がんばりますのでよろしくお願いします。

•　環境に早くなじむとともに、人への接し方等、良い印象で周りに自分を覚えてもらえるような言動を
していきたいと思います。

•　一つ一つ丁寧に業務を行います。

•　利用者一人一人に寄り添い、気持ちを汲み取れる介護福祉士になる。

•　初心を忘れず患者様の安心と安全のために努力し、信頼される技師を目指します。

•　1年目で右も左も分からない状態ですが、先輩の方々に教えていただいて、頑張っていきたいと思っ
ています。

•　日々勉強に励み、毎日全力で頑張ります。

•　笑顔で患者さんと接し、毎日成長していきたいです。

•　患者様に寄り添える理学療法士になれるように努力していきます。

•　しっかりした社会人になれるように日々努力します。

【介護福祉士・介護員】

【技師・事務員】

小川郁夫医師
老人保健施設

尾﨑裕介医師
外科

31年度、新人職員より一言、今後についての抱負

新任医師の紹介

オ  ガワイク オ オ ザキユウスケ

老人保健施設を担当します。
よろしくお願いします。

よろしくお願いします。
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●４月から、泌尿器科外来の診療を再開します。
　医師退職に伴い休止していた、泌尿器科外来の診療を再開します。
　診察は、毎週火曜日初診の方も診察いたします。
●４月から、眼科外来診療時間が一部変更となります。
　現在、水曜日、木曜日の診察のうち水曜日のみ予約制でしたが、　木曜日も予約制とな
ります。
　また、新しく金曜日の午後に診療を行います。予約は必要ありませんので、初診の方も
診察いたします。

外来からのお知らせ
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　当施設は、要介護認定を受けられた方に対し、医学的管理の下に看護・介護及び機能訓練、そ

のほか必要な医療並びに日常生活上のお世話をさせていただく施設です。

　通所リハビリテーションはまおかでは、毎日約40名の利用者様が１日6時間ほど一緒に過ごし

ていただいております。通所の１日は、ご自宅との送迎からはじまり、健康チェック・食事・入

浴といった日常生活の援助、様々なレクリエーション活動、リハビリテーションを提供させてい

ただいております。また、平成30年度より1～2時間の短時間コースも開始しております。

　特色としては、４月より作業療法士を１名追加し、利用者様の自主性を尊重するために興味の

ある作業活動やレクリエーションを行ったり、専門の理学療法士が１人１人にあった個別のリハ

ビリテーションを提供しております。

　通所リハビリテーションはまおかでは、利用者様の自主性を尊重したレクリエーション・リハ

ビリテーションなどを提供していく中で、起き上がる・歩く・手で握るといった「基本動作」の

練習をしたり、トイレで排泄をする・洋服を着る・お風呂に入る・料理を作る・洗濯物干しをす

る・プランターで園芸をするといった「応用動作」の改善を目指します。そして、これらの生活

行為が自宅（実生活の場）で安全に効率的に出来るようになることを支援していきます。そのた

め、利用者様のみならずご家族の生活上の不安や悩みに対してもサポートし、身体面・心理面の

両方から支えていきたいと考えております。

　３月には、御前崎市立図書館アスパルの２階展示ギャラリーにて作品展が行われました。

『自立支援・介護予防・介護軽減』を目標に利用者様1人1人

の生活に着目し、その利用者様に今必要な最善のリハビリ

テーションを提供できるよう心掛けています。

　レクリエーションとは緊張し疲れた肉体と精神を回復させ、新たなエネルギーを生み出すため

に行われる全ての活動を指します。

　当施設では利用者様の自主性を尊重し、選択して頂ける様、様々なレクリエーション内容を用

意しています。

　おいしい食事の時間は、利用者の楽しみのひとつです。栄

養士がおいしい食材を使い、健康に応じた栄養バランスに配

慮した食事をご用意いたします。

　温かいお風呂は、心も体も安らぎをあたえてくれます。身体の不自由な方でも気持ちよく入浴

ができるように、様々な配慮をこらした浴室を完備しております。

　職員が介助し、シャワーチェアーのまま入浴できる設備もご用意しております。

　リフト付き送迎車でご自宅まで送迎します。

　ただし、送迎距離や時間などの関係で送迎できない場合も

ありますのでご了承ください。ご家族による送迎が可能な方

は、できるだけご協力ください。

＊急な痛みや腫れには『まずは安静』を
　膝痛になる要因として多いのは、普段運動していない人が急に長く歩いたり、山登りに行ったり、運動
会で走ったりするなど、日ごろ行わない急な負担をかけた時です。そうした場合、まず大事なことは、そ
れ以上の負担をかけないことです。
　また普段から運動を続けている人は、痛みがあっても無理に運動を続けがちです。すぐに収まる程度で
あれば続けても構いませんが、次の日まで痛みが残るようなときは、痛みの状態に合わせて１週間程度、
運動を中止して膝を休ませてください。痛みが減ってきたら半分程度の運動から再開してください。運動
を続けないと気になるかもしれませんが思い切って休むことも大事です。
　１週間以上痛みが引かない、明かに腫れているなどの症状がある場合には整形外科を受診するようにし
て下さい。
　膝痛予防のためには特別な運動や器具を使用しなくても、簡単な運動や少しの気遣いによって筋の強化
の効果が期待できます。ただし、もともと膝に障害がある方（変形性膝関節症など病名のついている方）
や痛みのある方は決して無理をなさらないようにして下さい。
　尚、ご不明な点はお気軽にリハビリスタッフまでお問い合わせ下さい。

「心が動くと体が動く」
　通所リハビリはまおかでは、専門家によるリハビリテーション、手の機能回復のための
作業療法など、様々な活動を通してリハビリに取り組んでいます。出展作品は、手芸、書
道、絵手紙のほか、中には麻痺された手で作成されたものなど、リハビリを兼ね一生懸命
作られたものです。

お問い合わせ
総合保健福祉センター　ご利用相談室　TEL０５３７-８６-８８２２

通所リハビリテーションはまおかは、市立御前崎総合病院の東側に隣接する、御前崎市総

合保健福祉センター１階にあります。

総合保健福祉センターの紹介

～通所リハビリテーションはまおか～～通所リハビリテーションはまおか～
リハビリテーションリハビリテーション

レクリエーションレクリエーション

食　事食　事

送　迎送　迎

入　浴入　浴
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市民公開講座 2/16（土）
　２月16日土曜日、第25回目となる市民公
開講座を開催しました。
　今回は、「腸と肝臓を知ろう」～元気で長
生きするために～と題して、当院医師の鮫島
先生による「腸から脳を診る」～お茶と魚は
腸にも脳にも効く～と、磐田市立総合病院副
病院長の小林先生による「もっと知ろう肝臓
について」の２講演を行いました。
　２階講堂は満員となり、多くの皆様にお
聞きいただく事ができました。ありがとう
ございました。

トピックス
原子力防災訓練 2/6（水）
　２月６日水曜日、原子力防災訓練を実施しました。
この訓練は、浜岡原子力発電所内で通常業務中に作業員が負傷し被ばくした想定で行っ
ています。
　当日は雨天のためヘリコプターによる搬送訓練は行われませんでしたが、病院内での
線量確認や手当など、手順に沿って確認しました。

御前崎市農業振興会食材提供 2/7（木）
　２月７日木曜日、御前崎市の農産品ＰＲの
一環として、市農業振興会様より提供いただ
いた地元食材で病院給食を調理し、「御前崎
メニュー」として提供しました。
　この取り組みは今年で３回目となります。
　今回のメニューは、ごはん(きぬむすめ)、
地元野菜の清汁、夢咲牛焼肉、芽キャベツと
ミニトマトのマリネ、いちご＆メロン、お茶
でした。
　患者様から高評価をいただきました。
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トピックス

2月14日（木）

2月21日（木）

　当院では、職員の知識・技術・接遇等の向上を目指して、定期的にカンファレンスや学術発表
会、研修会を開いています。

令和２年度 採用職員 募集日程
募集職種
及び人数

・看護師・・・・１０名
・理学療法士・・・３名

・作業療法士・・・２名
・言語聴覚士・・・１名

受付期間 令和元年 5月 24日（金）17時までに持参又は郵送必着
試 験 日 令和元年 6月 1日（土）
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。

編　集　後　記
春は、出会いと別れの季節ですね。大きく環境が変わる方も居ると思います。
もし、ストレスを感じたら少し休むことも大切です。読者の方に良い出会いがあることを願っています。	（高）

第20回 菊川市立総合病院・市立御前崎総合病院 合同カンファレンス
　菊川市立総合病院との合同カンファレンスを定期的に開催しています。
　病院間連携の強化や職員の技術向上に役立てています。

１）「帯状疱疹後神経痛とワクチンの光明」
２）「他施設透析患者の受入を経験して」
　　～台風による停電の災害対応～
３）「当院回復期脳卒中患者における歩行の
　　予後予測について」
４）「スピリチュアルケア」
５）「簡単な色覚検査、色覚アムスラーチャート」
６）「肥厚性硬膜炎の２症例」

　日頃の研究成果、業務改善等の発表を行い、職員の知識向上を図ることを目的として学術発表会を
行っています。

平成30年度　発表題目
１．内科のおもしろさ　～鑑別診断の楽しさ～
２．フットケア指導士としての現在の活動と
　　今後の課題について
３．～臨床工学技士の内視鏡業務介入～
４．療養病棟での終末期がん患者に関わる介護士としての役割
５．DPC対象病院の基準
　　～DPC退院患者調査(影響評価調査)について～
６．家庭医療センターしろわクリニック：開院１年の報告
　　～地域密着＋家族ぐるみの健康支援を目指して～

平成30年度 院内学術発表会
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令和元年5月 外来診療担当表
平成31年4月10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 大橋弘幸 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 ★5/20(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）
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

★5/23(木)小野澤医師休診
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） ★5/15(水)PM大橋医師休診
近藤玉樹（予約制） 近藤玉樹（予約制）

午後 大橋弘幸（予約制） 大橋弘幸（予約制）

小 児 科

午前 外　来
深澤宙丸

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）川上領太

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～清水大輔

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～

勝木純一郎

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 尾﨑裕介
小泉貴弘 奈良啓悟（予約制）         

9：30～ 尾﨑裕介
★5/23(木)奈良医師休診

中村　達（予約制） 中村　達（予約制）         
9：30～10：30

血管外科外来 山中裕太
10：30～（予約制）

内視鏡検査 藤田昌春
AM小泉(1･3･5)

辻(2･4)
PM小泉･尾﨑

AM尾﨑裕介　　　　　　　　　　
PM小泉･尾﨑 藤田昌春 AM小泉貴弘

PM尾﨑裕介

整 形 外 科
午前 外  来 花田　充

（予約制）9：00～ 小早川雅洋 井出浩一郎
（予約制）9：00～

山田智裕
（予約制）9：00～

渡邉　悠
（予約制）9：00～

★5/7(火)小早川医師休診
★5/9(木)山田医師休診
★5/10(金)AM代診:小早川医師

午後
外　来 小早川雅洋 小早川雅洋 ★5/13(月)花田医師休診

★午後受付13:00～15:30
スポーツ外来 鈴木義司(第1･3) 5月の診察日:17(金)､31(金)

脊椎センター 午前 外　来 北浜義博:第1･3
（予約制） 北浜義博（予約制） 北浜義博（予約制） ★第3金曜日休診

脳神経外科
午前

外　来 山本泰資
(予約制)9:00～

山本泰資(第1･3)
(予約制)9:00～

横田尚樹(第2)
(予約制)8:30～
横山徹夫(第4)

(予約制)9:00～
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)
古森美和(月1回:予約制)

大石彩乃
（隔週）
 (予約制)

午後 松岡貴大 ★午後受付13:00～16:00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

泌 尿 器 科 午前 外　来 田村啓多
午後 外　来 田村啓多(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 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 青山昌平 小野澤久輔 ★5/15(水)小野澤医師休診

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） ★5/23(木)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 大橋弘幸 藤田昌春 内藤昭貴 榛葉孝弘 古川～15:00
15:00～内藤

外 科 系 時 間 内 救 急 当 番 北浜義博 尾﨑裕介 飯田晴康 外科医師 小泉貴弘

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　　　　　　　　

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 ★5/15(水)井上医師休診

午後 13：00～16：30 吉野　弘　　　　　　　　
金子　惇 吉野　弘 井上真智子

吉野弘(訪問)
吉野　弘　　　　　　　　

金子惇(訪問)

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、 金曜日の眼科は13：00～16：00、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下さい。


