
　6月9日(火)御前崎市花の会のみなさまが、病院正
面玄関横の花壇に、花の苗を植えてくださいました。

　毎年、季節に応じた花を植えていただき、来院さ
れる方、病院職員の楽しみとなっています。
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「はまかぜ」の点訳がご入用の方は総合受付までお申し出ください。

市立御前崎総合病院広報紙



　令和2年4月より当院に副院長として赴任させていただいた鈴木基
裕と申します。着任前は、浜松医科大学整形外科で主に関節リウマ
チや変性疾患の薬物療法ならびに外科的治療を行ってまいりました。
これまでも大橋院長からご紹介いただいた御前崎地域の患者様を大
学病院で手術することが度々ありましたが、今後は当院にて患者様
の生活の質を高める診療を行っていきたいと考えております。
　当院では整形外科の常勤体制がなくなってから15年ほど経過して
おりましたが、今後は私のほか２名の整形外科常勤医とともに当地
区の整形外科疾患の診療を支えさせていただきます。体調に不安な
ことがございましたら私共までお気軽にご相談ください。

すずき もとひろ

鈴木基裕副院長

　令和2年4月より整形外科に赴任した今田貴章と申します。
　平成27年に浜松医科大学の整形外科に入局し、整形外科専門医を
取得、現在は一般外傷・膝を専攻しております。
　若い方の外傷から、中高年から生じる変形性膝関節症、骨粗鬆症
に伴う高齢者の転倒による大腿骨頸部骨折など、幅広く整形外科診
療を行う予定です。
　御前崎市の地域医療に貢献してゆきたいと思います。どうぞ宜し
くお願い致します。

いまだ たかあき

今田貴章医師

　令和2年4月より整形外科に赴任しました、宮本繁之と申します。
　昨年まで菊川市立総合病院に勤務しておりました。今まで御前崎
市在住の方は菊川市まで来て手術をしていましたが、今年度からは
当院で手術可能となりました。菊川市立総合病院とも連携をとりつ
つ治療を行っていきたいと思っております。よろしくお願い申しあ
げます。

みやもとしげゆき

宮本繁之医師

　今年度より当院へ赴任しました脳神経外科・脊椎センターの鈴木
智と申します。初期研修終了後、静岡県内の複数の病院で脳神経外
科全般の診療に従事して参りました。
　当院では、脳神経外科疾患、脊髄・脊椎疾患の診療にあたらせて
頂いております。気になる症状がある場合は、相談にいらしてみて
ください。
　当地区の医療に貢献させて頂きたいと思いますので、どうぞよろ
しくお願いいたします。

すずき とも

鈴木　智医師

　本年度より、しろわクリニックを拠点とする４年間の研修を開始
しました、家庭医療科の名倉脩平と申します。
　浜松医科大学を卒業後、磐田市立総合病院で初期研修を行い、今
回、ご縁があって御前崎に参りました。経験したことのない潮風に
戸惑いながらも、綺麗な風景に癒やされつつ診療に励んでおります。
　市立御前崎総合病院では、2020年8月から3ヶ月の間、内科研修
をさせていただきます。また、8月からは当直業務にも関わらせて
いただく予定です。家庭医療科の医師として、地域住民の皆様の健
康維持に寄与できるよう努力していきたいと考えております。
　至らぬ身ではありますが、一つ一つ出来ることを増やしていき、
御前崎に貢献できるよう成長していきたいと考えております。
　ご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

なぐらしゅうへい

名倉脩平医師

　御前崎家庭医療センター　しろわクリニック所属の家庭医療専攻医、
大津重樹と申します。
　１週間に２回しろわクリニックで、また御前崎病院でも今年は７月に、ま
た来年以降合計５か月ほど勤務させていただきます。また同病院の当直に
も時々就かせていただきます。他病院でのローテーション勤務もあり、皆
様に大変お世話になりますが、その分もしっかり勤務致したいと存じます。
｠
　前勤務地は北海道の苫前郡羽幌町というところです。海と山のきれい
なところで、離れるときに大変名残惜しく思っていました。しかし、ここ御
前崎に引っ越して来て、再び会えた青い空と海、風車のたくさんある風景
にとても懐かしさを覚えました。前勤務地と変わらない感覚で、そのまま
勤務を継続しているような気持ちです。
　この恵まれた土地の中、温かい人々の中で勤務できますことを誠に光
栄に存じます。重ねて、どうぞよろしくお願い申し上げます。

新任医師の紹介① 新任医師の紹介②

鈴木智　先生（脳神経外科）

大津重樹医師
おおつ しげき
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入院されている方および外来へ受診された方を対象に、満足度調査を実施しました。
ご協力ありがとうございました。調査結果がまとまりましたので、ご報告します。

 

 ー 入　院 ー 
令和元年8月に、91名の患者さまからアンケートの回答をいただきました。
総合評価は、5点満点中4.45点で、前年度より0.09ポイント下がりました。
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令和元年7月に、530名の外来患者さま、透析患者さまからアンケートの回答をいただきました。
総合評価は、5点満点中4.22点で、前年度より0.05ポイント上がりました。
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てまいりますが、検査、診
察の内容によりお待たせ
する場合がございます。
ご了承ください。
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　「駐車場の空きがない。」、「遠くしか止めるところがなかった。」との苦情が多く寄せられ
ました。
　数台分を拡張しましたが、まだ、足りない状況です。
　患者さまが近くに駐車できるよう、職員は遠くに駐車するよう徹底していきます。また、混
雑時には、職員が駐車場整理・誘導を行います。

　お困りの時は、近くの職員または総合受付にお申し出ください。
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2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

3.0点 3.5点 4.0点 4.5点 5.0点

3.0点 3.5点 4.0点 4.5点 5.0点

その他の職員

看護師

医師
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肉、魚、野菜などの生鮮食品は新鮮な物を選ぶ。
消費期限などの表示を確認する。
寄り道をしないでまっすぐ帰る。

持ち帰ったらすぐに冷蔵庫に入れる。
冷蔵庫は詰め過ぎ無いように、
目安は7割程度。
冷蔵庫は10℃以下に。
冷凍庫は－15℃以下に。

・調理を始める前 

・生の肉や魚、卵などを取り扱う前後 

・調理の途中で、トイレに行ったり、鼻をかんだりした後や、

  おむつを交換したり、動物に触れた後 

・食事をする前

出典：厚生労働省ホームページ

食中毒予防の６つのポイント家庭でできる

こんな時、必ず手洗いをしましょう。
※石けんを使って丁寧に洗いましょう。 

ポイント１：食品の購入

台所が清潔になっているか確認。
タオルやふきんは清潔なものに交換。
冷凍品の解凍は冷蔵庫の中や電子レンジで。
まな板や包丁は肉用、魚用、野菜用と
別々に揃えるのが理想。

ポイント３：　下準備

ポイント２：家庭での保存

肉、魚、卵などを触った後は、必ず
手洗い、器具の消毒を行う。
加熱は十分に行う。
調理を途中でやめたら食品は冷蔵庫へ。

ポイント４：　調理

清潔な器具、食器を使う。
長時間室温に放置しない。

ポイント５：　食事

清潔な器具、容器で保存。
食品が早く冷えるように浅い容器に小分けして保存。
温めなおす時は十分に加熱する。
時間が経ち過ぎたり少しでも怪しいと思ったらやめる。

ポイント６：残った食品

注意！
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寄り道をしないでまっすぐ帰る。

持ち帰ったらすぐに冷蔵庫に入れる。
冷蔵庫は詰め過ぎ無いように、
目安は7割程度。
冷蔵庫は10℃以下に。
冷凍庫は－15℃以下に。

・調理を始める前 

・生の肉や魚、卵などを取り扱う前後 

・調理の途中で、トイレに行ったり、鼻をかんだりした後や、

  おむつを交換したり、動物に触れた後 

・食事をする前

出典：厚生労働省ホームページ

食中毒予防の６つのポイント家庭でできる

こんな時、必ず手洗いをしましょう。
※石けんを使って丁寧に洗いましょう。 

ポイント１：食品の購入

台所が清潔になっているか確認。
タオルやふきんは清潔なものに交換。
冷凍品の解凍は冷蔵庫の中や電子レンジで。
まな板や包丁は肉用、魚用、野菜用と
別々に揃えるのが理想。

ポイント３：　下準備

ポイント２：家庭での保存

肉、魚、卵などを触った後は、必ず
手洗い、器具の消毒を行う。
加熱は十分に行う。
調理を途中でやめたら食品は冷蔵庫へ。

ポイント４：　調理

清潔な器具、食器を使う。
長時間室温に放置しない。

ポイント５：　食事

清潔な器具、容器で保存。
食品が早く冷えるように浅い容器に小分けして保存。
温めなおす時は十分に加熱する。
時間が経ち過ぎたり少しでも怪しいと思ったらやめる。

ポイント６：残った食品

注意！

とろみ自動調理器設置

マスク作り

春季防災訓練

病院給食（行事食）夏越ごはん

1月28日(火)から回復期リハビリ病棟で試験運用していた「とろみ自動調
理器(自動販売機)」を、正式に設置しました。この調理器は、飲み込む力が
低下し、とろみが必要な方が、お好みの飲み物にボタン1つで3段階のとろみ
がつけられます。
とろみ無しの方も利用できます。

新型コロナウイルス感染症が流行する中、通所リハビリテーションはまお
かでは、マスク不足の解消と手先のリハビリを兼ねて、マスク作りを行いまし
た。男性利用者さまもチャレンジし、多くの方が自作のマスクを完成させる
ことができました。
日頃リハビリ庭園に遊びに来てくれ、利用者さまの癒しとなっている院内
保育園の園児や先生方の分も作成し、プレゼントしました。

新規採用職員を主に約25名で、建物に設置されている消火用散水栓や訓
練用の水消火器による消火訓練をおこないました。
繰り返し訓練を行うことで、いざという時に行動できることを確認しまし
た。

「夏越の祓（なごしのはらえ）」の神事に合わせて、入院患者さまに
「夏越ごはん」の提供を行いました。
「夏越ごはん」とは、雑穀米の御飯の上に茅の輪をイメージした、旬

の夏野菜の丸いかき揚をのせた丼物です。生姜やレモンの効いたさっぱり
ダレをかけて頂きます。
残りの半年間の無病息災を祈りました。

3月1日（日）

5月

4月21日（火）

6月30日（火）

令和3年度採用職員募集
募集職種及び人数 ・看護師 2 名　・看護助手 1 名　・介護福祉士 2 名　・介護員 2 名　・薬剤師 1 名　・言語聴覚士 2 名
受 付 期 間 令和 2 年 10 月　9 日（金）17 時までに持参又は郵送必着
試 験 日 令和 2 年 10 月 24 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
　Stay homeおうち時間を充実させようとコーヒー豆焙煎店（小さな小さなお店、一度目は通り過ぎました。）に勇
気を出して入り、店員さんに豆のことを教えていただきながら購入。これが大当たり。今では毎朝の薫り高いコ－ヒ
－で一人時間を楽しみ、週末は家でのゆったりした一時を過ごすのが楽しみとなりました。最初にこのお店を見つけ、
教えてくれた小さな家主の仲間に感謝感謝です。皆さんも新しい発見ありましたか？（T)

おしらせ
　令和2年度の「病院祭」および「ひまわりコンサート」は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中
止させていただきます。

トピックス
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令和2年8月 外来診療担当表

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

令和2年7月6日現在
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
名倉脩平

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 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) ★8/11(火)榛葉医師休診
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

★8/11(火),13(木)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)

★8/11(火)～17(月)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）

★8/11(火)PM､ 21(金)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～村井雄紀

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(予約制)
中村　達(予約制)

奈良(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)

★8/12(水)PM鈴木医師休診
★8/19(水)AM､ 20(木):代診

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～

★8/28(金)代診
★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)

★8/3(月)､ 18(火)､ 21(金)､ 25(火)北浜医師休診
★8/11(火),31(月)鈴木医師休診

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～

★8/20(木)PM,21(金)
　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
13:30～

★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)
武内宏樹(月1回：予約制)

青沼宏亮(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(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 ★8/12(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 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)

★8/7(金)､11(火)､12(水)
　綱分医師休診
★8/18(火)､24(月)三浦医師休診
★8/14(金)樋口医師休診
★8/5(水)名倉医師休診午後 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

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。


