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市民公開講座のご案内
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勤務日・勤務時間等については相談可能です。
【お問い合わせ】
0545－ 81－ 2211内線 12　
総務課 総務担当

共立蒲原総合病院　広報誌

回覧
秋号

平成 29年 10月

共立蒲原総合病院 〒 421-3306　静岡県富士市中之郷 2500番地の 1
TEL：（0545） 81-2211    FAX：（0545） 81-2208
ホームページ：http://www.kanbarahp.com

スタッフ募集

当院のインフルエンザワクチン接種について
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③体力測定　～あなたのバランス年齢は ? ～
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糖尿病を知ろう
～身近な話題から最近の治療まで（当院の取り組みを含め）～
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古川　卓　医師
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小
児
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導入にあたりまして、職員全体で十分な操作研修やリハーサルなどを行ってまいりますが、システム導入当初は
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11月
平成29年

11日
土

9:00～14:00
入 場 無 料

開催
場所
蒲原生涯学習交流館
（清水区蒲原新田1丁目 21番 1号）

健康フェスタ開催のお知らせ
健康で安心して生活できる身体づくりを目指して

当フェスタは蒲原病院職員による地域住民健康促進応援活動です。
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西 2病棟は、主に内科急性期の治療が終了した患者さんを対象に、在宅復帰等に向けて、リハビリや退院支援・調
整を行う 36床の地域包括ケア病棟です。看護師 18名、介護職 4名、看護助手 5名で看護・介護をさせていただい
ています。看護と介護のチームワークがよく、活気ある病棟です。

昨年 10月より始動し約 1年が経過しました。退院後の生活が
少しでも不安なく安心して過ごせるよう、主治医をはじめ看護師、
病棟薬剤師、病棟専従リハビリスタッフ、医療ソーシャルワーカー
等が協力して自宅退院の支援を行っています。また、退院後の生活
を考え支援していくためにも、ケアマネジャーとの連携を大切に
し、入院時より多くの関わりを持てるように努力しています。在
宅介護されているご家族の、介護負担軽減を目的に短期間の入院
療養も受けています（窓口：地域医療支援室）。

6月に X線乳房撮影（マンモグラフィ）装置を更新しました（AMULET Innovality, ㈱富士フイルム製）。
新しいマンモグラフィ装置は、撮影後すぐにデジタル画像を確認できる FPDという X線検出器を搭載しています。

以前のシステムと比べ全体の検査時間が短くなるので、待ち時間の短縮も可能となります。また、X線検出感度が非
常に高く最新の画像処理技術も備えているので、少ない線量で高精細な画像が
得られます。これは被ばくの低減にもつながり、より最適な線量で精度の高い
診断が期待できます。

日本では乳がんが増加しています。胃がんや肺がん、大腸がんのように年齢
が高まるとともに増えるがんとは異なり、乳がんは30代から増加しはじめ、40
歳代後半から 50歳代前半にピークを迎えます。比較的若い世代で多くなって
いますが、最近では閉経後も増えています（※ 1）。

現在 11人に 1人が乳がんを患う（※ 2）といわれますが、早期に発見し適切な
治療を行えば、良好な経過が期待できます。40歳を迎えたら 2年に 1度、マ
ンモグラフィ検診を受けることをお勧めします。シコリなどの自覚症状がある
場合は、検診を待たず、外科外来を受診し、マンモグラフィについて不安なこ
とがありましたら、お気軽に診療放射線技師にお尋ねください。

※ 1,2　国立がん研究センターがん対策情報センター「がん情報サービス」より

7 月 28日（金）静岡県看護協会が実施している高校生 1日ナース体
験事業を行いました。今年は吉原、富士市立、富士東、富士宮東、富士
宮西、富士宮北高校から 10名の高校生が参加してくれました。この事
業は、病院での看護体験を通して「看護の心」を理解し、看護職への関
心を深め、1人でも多くの高校生が将来看護の仕事を選択できるように
実施されるものです。

当日は、病院で用意した白衣に着替えていただき院内見学をしたあと、
看護場面を見学したり血圧測定や入浴介助など、看護師と共に患者さんへの援助を行いました。また、感染管
理認定看護師や認知症看護認定看護師から説明も受け、様々な体験を通して「看護」という仕事への理解が深
まったようでした。

体験終了後には「患者さんの血圧など値を測るだけでなく、その値からいろいろなことを考えていることが
わかった。大変だけれどやりがいがある仕事だと思った。」「患者さんは、話ができる人がいたりできない人が
いたけれど、看護師さんはその人に合った方法でコミュニケーションを図り対応していた。」「看護体験を通じ
て、人に喜んでもらえることは楽しいと感じた。頑張って看護師になろうと思った。」などの感想が聞かれま
した。「この病院の看護師さんのようになりたいと思った。」と発表してくれた高校生もいて、私たちもあたた
かなメッセージをたくさんいただき、改めて看護という仕事の意味を考えた 1日でした。

当院では今年度、例年 3月に行っていたインターンシップを、希望される日時に合わせ随時実施しております。
看護学生の皆さんは国家試験の学習や実習など忙しい学生生活を送っておられると思いますが、インターンシッ

プは実際に職場の雰囲気を感じ、思い描く看護が実践できるか考える絶好の機会です。
「目指せ　日本一！優しさと真心」を合言葉に行っている私たちの看護を是非体験に来てください。
多くの看護学生の参加をお待ちしております。

1. スケジュール
時　　間 内　　　　容

9:00 ～ 10:00 オリエンテーション・病院見学

10:00～12:00 看護体験

12:00～13:00
昼休み　富士山と駿河湾が一望できるレストランで昼食。
　　　　昼食は当院で準備します。

13:00～14:30 看護体験

14:30～16:00 福利厚生・奨学金・新人教育の説明
※土日祝日は、午前または午後の半日コースとなります。看護体験はありません。

2. 持ち物　　実習着・実習靴・筆記用具

3. 連絡先　　共立蒲原総合病院　0545-81-2211　　担当：看護部　稲葉
※メールでも受付可能です。　メールアドレス：kangobu@kanbarahp.com

4. 申込み内容
①学校名・学年　②名前（ふりがな）　③連絡先（TEL　当日連絡が取れる番号）　④交通手段

いつでもインターンシップ開催中優しさと真心を

体験にきませんか
？　新人言語聴覚士紹介

部署紹介【西 2病棟】

高校生 1日ナース体験X線乳房撮影（マンモグラフィ）装置を更新しました

言語聴覚士とは理学療法士・作業療法士と並ぶリハビリテーションで活動する職種の一つで
す。あまり聞き慣れない職業なので紹介から入ります。

当院では小児の言語障害、脳卒中等によって生じる失語症（思うように言葉がでてこない・人
の話が理解できない等）、発音障害（口唇・舌の麻痺によりろれつがまわらない）、えんげ障害
（食物を上手く飲み込むことができない）の患者さんが対象になります。これらに加え超高齢化社
会となり、加齢により生じるえんげ障害も増えてきています。このような方に対しコミュニケー
ションがとれるよう、なるべく口から食べる事が出来るようリハビリテーションを行っています。

この 7月より新人言語聴覚士として地元三重を離れ、ここ蒲原病院で働き始めました。慣れない仕事に戸惑う事
もありますが、先輩方が丁寧に指導してくれます。毎日緊張の日々ですが患者さんの症状が改善し「ありがとう」と
言葉をいただくとやりがいを感じます。多職種とチーム連携を図り頑張りたいと思います。

野村言語聴覚士
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野村言語聴覚士
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案内図

市民公開講座のご案内
当院では、以下の職種について募集しており
ます。
・看護師　　　・薬剤師　　・看護助手　　
・介護福祉士　・介護職員（病院、芙蓉の丘）
勤務日・勤務時間等については相談可能です。
【お問い合わせ】
0545－ 81－ 2211内線 12　
総務課 総務担当

共立蒲原総合病院　広報誌

回覧
秋号

平成 29年 10月

共立蒲原総合病院 〒 421-3306　静岡県富士市中之郷 2500番地の 1
TEL：（0545） 81-2211    FAX：（0545） 81-2208
ホームページ：http://www.kanbarahp.com

スタッフ募集

当院のインフルエンザワクチン接種について

〈開催内容〉
①検査体験　～骨密度・血管年齢・体脂肪・血圧～

②健康相談・介護相談　～専門スタッフがお答えします～

③体力測定　～あなたのバランス年齢は ? ～

④ハンドトリートメント・フットケア
⑤咳エチケット　～正しいマスクの使用方法～

⑥AEDを使った救命講座
⑦記念撮影　～白衣を着て記念写真～

⑧アルコールパッチテスト
⑨肝炎検査についてのお知らせ

電子カルテシステム導入のお知らせ

【お問い合わせ】0545-81-2211　内線 8563　実行委員長　井出

【お問い合わせ】0545-81-5577　内線 8660　地域医療支援室　蛭川

糖尿病を知ろう
～身近な話題から最近の治療まで（当院の取り組みを含め）～
講　師 共立蒲原総合病院　糖尿病専門医

古川　卓　医師
場　所 共立蒲原総合病院　本館 5階　会議室

日　時 平成 29年 11月 14日（火）　15時 30分～ 16時 30分

受　付 15時 00分～
※参加費・申込みは不要です。
※糖尿病に興味をお持ちの方であればどなたでも参加できます。

内
科
（
成
人
）

予約受付期間： 10 月 2日（月）～ 12月 28日（木）
【窓口予約】総合受付②番窓口にて受付けます。
【電話予約】平日の 14時 00分～ 15時 00分の間に電話をお願いします。
※ワクチンの数に限りがありますので、事前予約をお願いします。

接 種 期 間： 11 月 13日（月）～ 12月 28日（木）
対　　　 象： 高校生以上（中学生までは小児科で接種を行います。下記をご確認ください。）

料　　　 金： 4,320 円（65歳以上の方は助成があるため、市町村により金額が異なります。）

【お問い合わせ】0545-81-2211

小
児
科

予約受付期間： 10 月 2日（月）～
【電話予約のみ】平日の 15時 00分～ 16時 00分
※予約受付カウンターや小児科外来では予約できません。

接 種 期 間： 10 月 23日（月）～ 12月 26日（火）
対　　　 象： 生後 6ヵ月～中学生以下の小児（定員 1日 30名まで）

料　　　 金： 1 人 1回 2,160 円
（  富士市在住の方は予診票の記載により、1歳以上のお子さんに限り 1回 1,000 円の助成があります）

【お問い合わせ】0545-81-2211

当院では、平成 30年 1月 1日（月）から「電子カルテシステム」を導入いたします。
電子カルテシステムを導入することで、院内情報の共有・伝達がスムーズになり、診療の質の向上および業務効

率の向上につながると考えております。
導入にあたりまして、職員全体で十分な操作研修やリハーサルなどを行ってまいりますが、システム導入当初は

受付や診察、会計などでお時間を要することも予想されます。
皆様には御迷惑をおかけしますが、医療サービスの向上のため、今後とも努力してまいりますので、ご理解を賜

りますようお願い申し上げます。

11月
平成29年

11日
土

9:00～14:00
入 場 無 料

開催
場所
蒲原生涯学習交流館
（清水区蒲原新田1丁目 21番 1号）

健康フェスタ開催のお知らせ
健康で安心して生活できる身体づくりを目指して

当フェスタは蒲原病院職員による地域住民健康促進応援活動です。


