
　大橋弘幸医師は、平成18年４月から令和３年
３月までの15年間、市立御前崎総合病院の病院
長として勤務し、また、多くの患者様の診療にも
あたりました。
　令和３年４月以降は、総合保健福祉センター
のセンター長を引き続き務め、患者様の診療に
もあたります。
　中央の写真は、今年３月22日に「地域医療を
育む会」から感謝状が贈られた時のものです。
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就任のごあいさつ	

市立御前崎総合病院　病院長　鈴木基裕

　この度、4月1日付をもちまして、大橋弘幸先生の後任として病院長

に就任致しました鈴木基裕と申します。私は、1992年に浜松医科大学

を卒業し、同整形外科学教室に入局しました。以後、医局関連および

大学病院で整形外科医として診療に従事してきました。昨春からは、

当院に副病院長として着任し、整形外科は私を含めた3名の常勤体制

で、外傷や変性疾患の診療を行っています。

　私は、整形外科領域の中で関節リウマチと関節外科を専門としているため、昨年度は、当院

のリウマチセンターに通院中の患者様の外科的治療を数多く担当させていただきました。市中

病院の整形外科医は、病院で手術治療を行っても急性期を過ぎれば患者様をリハビリ病院へ紹

介することが多いため、術後の治療経過を患者様のそばで確認できないこともよくあります。

その点当院では、回復期病棟が院内にあるため、術後の患者様は転院することなくリハビリを

継続することができます。これは、術後経過を一貫してフォローアップできるため、安心・安

全な医療を患者様に提供できるだけでなく、私たち医療従事者側もモチベーションがあがり、

双方にメリットがあると考えています。加えて言えば、病院の敷地内に併設されている「老人

保健施設はまおか」があることによって、ご高齢の患者様に対する医療が、急性期から回復期

そして療養期に至るまで、自院で完結が可能です。これは、一般的な市中病院では不可能なこ

とが多く、責任ある医療を行う上で誇るべきことであると思います。

　私が医療における座右の銘としている言葉は、「医は仁術」と「鬼手仏心」です。常に患者

様それぞれにおける最善の医療を心掛けたいと考えていますが、病院の設備や人員不足など

により、必ずしも思い通りにいかないことも珍しくありません。さらに最近のコロナ禍では、

自分の思いどおりにはならない医療の日常に、ことさら歯がゆさを感じることが多くなりまし

た。このような状況においても当院は、今自分たちにできる医療を真摯に考え、職員一丸と

なって地域医療に貢献して参りたいと思っています。

　当院に関しましてお気づきの点がございましたら、私共までお気軽にご連絡ください。皆様

方のご意見を反映させて、さらに地域に密着した病院を目指していきたいと思います。今後と

もよろしくお願い申し上げます。

2



退任のごあいさつ	

市立御前崎総合病院　前病院長　大橋弘幸

　皆さん、市立御前崎総合病院の病院長職を15年間も務めさせていただ
き、本当にありがとうございました。
　2006年4月1日に火中の栗を拾うつもりで病院長職をお受けし、兎も
角、何とか立て直さなければならないと考え、走り続けた15年間でし
た。趣味の無い私にとって医者の仕事は、一番心が休まるものであ
り、心躍るものであり、逆に多くの苦渋をもたらすものでもありまし
た。
　思えば、病院長職のみで臨床を止めてしまえば、たぶん、途中で続ける事ができなくなって
いたと思います。この病院で仕事を続けられたのは、病棟や外来の看護師さん達の笑い声、元
気な対応、励ましてくれる眼差しなどによるところが大きかったと思います。他にも、放射線
科の皆さんがいつでもレントゲンを撮ってくださった事や、臨床検査科の皆さんが、嫌な顔を
しないで病理解剖に付き合ってくれたり、関節エコーを熱心に行ってくれたり、特殊な検査を
試みてくださった事も大きな支えとなりました。また、薬剤科の皆さんは、薬でわからない事
を問い合わせると、嫌な顔一つせず調べてくださり、処方の疑似についても、いつもチェック
してくだいました。私が、間違いなく治療できているのは薬剤師さんのおかけです。さらに事
務職の皆さんには困難な経営状況に癇癪を起す私に対して、粘り強く病院の改革の素案を作
り、実行に移してくださいました。特に事務部長は、言いたいことを遠慮なく言う私に困惑さ
せられた事と思います。この場を借りて職員の皆さんに御礼を述べさせていただきます。あり
がとうございました。
　病院長職は、企業の経営とは異なり、調和とバランス感覚をもっていないと務まらないもの
です。よく15年間も私に務まったものだという思いと、市長をはじめ、市の執行部の方も、我
慢して使ってくださったものと思い、感謝しております。
　今はいつも、「思いがあるところ道は開ける」と感じでいます。特に、最も困難な時期にこ
の病院に留まって診療を続けてくださった先生方に深く感謝します。
　最近私は、多くの人にはそれぞれの事情があり、一生懸命やっても上手くいかない事があ
り、その点を責めてはいけない事などがやっとわかってきました。いろいろな工夫をし、コ
ミュニケーションを図り、少しでも良い医療をし、多くの患者さんが幸せでありますようにと
願い、これからも診療を続けたいと思います。
　最後に、多くの事を教えていただいた市立御前崎総合病院に幸あれ、大きな未来が開けます
よう祈念し、退任のご挨拶といたします。

2021年3月末日
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新 任 医 師 の 紹 介

大
おお

石
いし

 康
こう

介
すけ

医師
　４月１日から赴任しました外科
の大石康介です。
　御前崎地域の医療水準の維持・
向上を心がけて参ります。
　よろしくお願いいたします。

外科 家庭医療センター

安
やす

田
だ

 法
のり

永
ひさ

医師
　今年度から、御前崎市家庭医療セン
ターしろわクリニック所属となります安
田法永と申します。
　出身は静岡県伊東市で、大学は琉球大
学を卒業しておりまして、海にゆかりが
あります。同じく海がすばらしい御前崎
で、働けることをうれしく思います。
　今後とも、よろしくお願い致します。

【看護師】
・不安なことが多く、迷惑をかけてしまうことがあると思いますが、日々向上心を持って頑張りたいと思います。よろしくお願
いします。
・右も左もまだわからない状態ですが、日々学び続けながら、患者さんに寄り添った看護を提供していけるようになりたいと思
います。よろしくお願いします。
・笑顔を忘れずに、皆様に質の高い医療を提供できるよう、日々自己研鑽に努めます。
・患者様やそのご家族様に、温かく寄り添える看護師になれるよう、日々精進し続けていきたいと思っています。これから、よ
ろしくお願い致します。
・まだまだ、分からないことばかりですが、一人でも多くの方のお役に立てるよう、一生懸命頑張ります。
・患者様に、あたたかな質の高い看護を提供できるよう頑張りたいです。
・病院のため、患者さんのためになる看護を１日でも早くしたいと思っているので、一日一日を大切にして、日々勉強していき
ます。宜しくお願い致します。
・患者さん一人ひとりとのコミュニケーションを大切にし、気持ちに寄り添った看護を目指して、頑張りたいと思います。よろ
しくお願いします。
【介護福祉士】
・未熟ではありますが、一つ一つの経験を大切にし、安全で安心できる介護技術を努めていきます。また、利用者様との関わり
を大切にして、笑顔でのコミュニケーションを心がけます。
・学校で学んできた内容だけでなく、職員としてより良い技術や知識を身に付け、利用されている方々へ、最適な行動が出来る
ようにしていきたいです。
【看護助手】
・医療従事者の皆様が働きやすい環境をつくり、看護師や患者様のサポートをしていく上で、患者様にとって一番寄り添える看
護助手になります。
・看護助手として、自分ができる事を、地域・患者さまのために役立てていきたいです。
【理学療法士】
・新たな環境のなか緊張しますが、笑顔を忘れず、患者様やスタッフの方々など、誰からも信頼していただけるような存在とな
れるよう頑張ります。
・日々学ぶ姿勢を忘れず、患者様に寄り添うことのできる理学療法士になれるよう、努力していきます。よろしくお願いしま
す。
・患者様に寄り添うことができる理学療法士を目指していきたいと思います。患者様の笑顔を見れるよう、日々頑張っていきた
いと思います。何事にも全力で頑張るので、ご指導よろしくお願いします。
【作業療法士】
・臨床に立ち、患者様の生活あるいは人生を支える技術者として、日々勉学及び技術の研鑽のみならず、患者様の心情に沿った
療法を提供できるよう努めて参ります。
【言語聴覚士】
・患者様一人ひとりに合わせたリハビリテーションが行えるように、日々患者様を知る努力をしていきます。また、自分自身も
早く病院の雰囲気に慣れ、技術を高めていきたいです。よろしくお願い致します。
【臨床工学技士】
・患者様や他の医療従事者から信頼されるためにも、自分から積極的に物事に取り組んでいき、知識・スキルを身に付けていき
たいと思います。

新人紹介
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　御前崎市総合保健福祉センターは、平成13年5月「浜岡町総合保健福祉センター」としてオープンしまし
た。平成16年4月の浜岡町、御前崎町の合併により「御前崎市総合保健福祉センター」に改称し、この5月
で開所20周年を迎えます。
　御前崎市総合保健福祉センターは、これからも安心と安全・思いやりのある医療・介護・福祉サービスを
提供し、地域の保健・福祉の充実と発展に貢献いたします。
 
～御前崎市総合保健福祉センター20年の歩み～
平成10年  9月 議会全員協議会、療養型医療施設を病院に計画
平成10年11月 議会全員協議会、老健50人、療養型50床程度を同一建物で建設を了承
平成12年  1月 居宅介護支援事業所の指定
平成12年  4月 介護保険制度施行、介護療養型医療施設オープン（病院内54床）

複合福祉施設起工式
平成13年  3月 浜岡町総合保健福祉センター（複合福祉施設）竣工
平成13年  4月 浜岡町総合保健福祉センター　落成式
平成13年  5月 浜岡町総合保健福祉センター　オープン

・老人保健施設の指定
・訪問看護ステーションの指定
・通所リハビリテーションオープン
・介護療養型医療施設をセンター内に移設

平成13年  8月 訪問リハビリテーション指定
平成16年  4月 浜岡町、御前崎町の合併により「御前崎市総合保健福祉センター」に改称
平成24年10月 療養型病床の介護保険適用から医療保険適用への移行

御前崎市総合保健福祉センターは、
令和3年5月で開所20周年を迎えます。
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【リモート面会について】
　新型コロナウイルス感染症の影響により、面会をお断
りしている状況が続いており、患者様や利用者様そして
ご家族の皆様にご迷惑をおかけしております。
　現在、スマートフォンなどを利用してお顔を見ながら
話のできるリモート面会を始めています。
どうぞ、ご利用ください。

申し込みの取決め
①平日の15時～16時、1回30分以内
②お一人週1回、完全予約制　予約の締め切り時間あり　　等
　面会方法につきましては、予約を戴いた後、係員がご説明いたします。
※お申し込みは入院病棟まで。（8：15~17：00）

【衣類・タオルプラン追加導入のお知らせ】
　当院では、以前より導入しておりましたCSセット（紙
おむつプラン）へ、新たに病衣・タオル類（洗濯付き）
と日用消耗品類を組み合わせたプランを、令和 3年 5月
10日（月）から追加導入することになりました。
　このセットは、ご入院される際に必要となる病衣・タ
オル類・日用消耗品類など、洗濯付きの日額定額制レン
タルにてご利用いただけます。
　患者様とご家族様への更なるサービスの向上と、病院
内外の感染予防対策や清潔保持を目的としております。
今後、入院される方や入院中の方に説明させていただき
ますので、よろしくお願いいたします。

市立御前崎総合病院から、
二つのお知らせです

6



トピックス

御前崎市農業振興会食材提供 2月10日（水）
　御前崎市農業振興会様から、御前崎産の食材を提供していた
だきました。夢咲牛をはじめ、イチゴ、芽キャベツ等の食材を
使い、患者様に食事を提供しました。

編　集　後　記
　新茶が香る季節となりました。この時期ならではの風景ですが、朝の通勤中に新しいスーツを着た若者や
大きなランドセルを背負っている小学生をよく見かけます。その顔は期待と緊張に満ちていて私はとても
好きです。新年度の始まりを実感し、新たな気持ちとなり元気が出ます。まだまだ大変な日々が続きますが、
「元気があれば何でもできる！」（ｉ）

市内小学校との交流
　「通所リハビリテーションはまおか」では、季節を感じられるように通年を通して、利用
者様が作成した「季節のクラフト」を小学校の図書館に飾っていただいております。

令和４年度採用職員募集
募集職種
及び人数

・看護師・・・・・・・・・・ １０名 ・薬剤師・・・・・・・・・・・・３名
・看護助手・・・・・・・・・・・１名 ・臨床検査技師・ ・・・・・・・１名
・介護福祉士・・・・・・・・・・３名 ・言語聴覚士・・・・・・・・・・１名

受付期間 令和３年６月１１日（金）17時までに持参又は郵送必着
試  験  日 令和３年６月２０日（日）
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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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 藤田昌春 内藤昭貴 綱分信二 畠山真和

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 田熊　翔 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)
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(予約制)

近藤玉樹(予約制)
大橋弘幸(予約制)
近藤玉樹(予約制)

★5/24(月)
　近藤医師休診

午後 大橋弘幸(予約制) 古川省悟(予約制) 大橋弘幸(予約制) ★5/12(水)PM、14(金)PM、　19(水)PM　大橋医師休診

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
三枝弘和(隔週）
中島信一(隔週）

★5/28(金)AM
　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～政岡　凌
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

★5月福田医師
　診察日:10日､17日
★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) 大石康介 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～ 大石康介

血管外科外来 山中裕太
(予約制)10:30～

内視鏡検査 大石康介
AM小泉(1･3･5)
辻(2･4)

PM小泉･大石
藤田昌春 藤田昌春 立田協太

小泉貴弘

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

脳神経外科
午前

外　来 永尾征弥
9:30～

山本泰資
(予約制)9:00～

鈴木　智(第1･3･5)
永尾征弥(第2･4)

山本泰資(第1･3)
9:00～

神尾佳宣(第2･4･5)
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～

★5/20(木)､21(金)
　永尾医師休診

もの忘れ外来
頭痛外来 永尾征弥

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 松本雅子 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)

三川由季乃(第1)
(予約制) 磯貝正智

★午後受付13:00～16:00午後 外　来 松岡貴大

耳鼻咽喉科 午前 外　来 瀧澤義徳 竹内一隆 峯田周幸(第1)
(予約制) 三澤　清 ★5/13(木)三澤医師休診

★5月峯田医師診察日:19日

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
★第3月曜日休診午後 学生外来(再診予約)

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 古川省悟 鈴木　智

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

綱分信二
出雲翔子

樋口･名倉(訪問)

綱分信二
井上真智子
出雲翔子

吉野･大津(訪問)

吉野　弘
安田法永
出雲(訪問)

吉野　弘
三浦弓佳
樋口智也
綱分(訪問)

★5/24(月)､28(金)
　三浦医師休診
★5/25(火)出雲医師休診
★5/31(月)吉野医師休診

午後 13:00～16:30
吉野　弘
綱分信二
出雲翔子
三浦(訪問)

樋口智也
出雲翔子
名倉脩平

吉野　弘
井上真智子
出雲翔子
大津重樹

吉野　弘
三浦弓佳
樋口智也
出雲翔子

令和３年５月 外来診療担当表
令和3年4月9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。


