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新任医師紹介

当院では、以下の職種について随時募集
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。
※平成 31年 4月 1日新規採用（看護師、
薬剤師）も募集しています。 
病院ホームページをご確認ください。

【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
春号

平成 30年 5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

平成 30年 4月 1日付で医師、看護師、臨床検査技師、放射
線技師、看護助手の 14名が新しく蒲原病院の仲間入りをしま
した。看護師 5名、臨床検査
技師 1名は新人です。
戸惑うことも多いかと思

いますが、蒲原病院の一員と
して、地域住民の皆様の医療
を支える役割を一緒に担っ
ていきます。どうぞよろしく
お願いいたします。

平成 29年 10月に始まった外壁改修工事が、
平成 30年 3月に無事完了となりました。
当院をご利用の方々には、改修期間中ご迷惑

をお掛けいたし
ました。又、皆様
のご理解、ご協力
をいただき誠に
ありがとうござ
いました。

新採用職員が入職しました 外壁改修工事が 
完了しました

地域医療支援室　～このような相談を受け付けています～
◆出身大学：日本医科大学　　　◆卒業年：昭和 52年
◆所属学会・資格等：
日本泌尿器科学会、日本女性骨盤底医学会、日本超音波医学会、日本内科学会
日本泌尿器科学会専門医・指導医、労働衛生コンサルタント（保健衛生）
医学博士
◆専門分野：泌尿器科一般

・医療福祉相談　　・看護、介護相談　
医療福祉に関することを中心に、退院後の療養・生活全般・病気などの不安・患者さんとご家族が抱える様々な問

題を共に考え、専門職員（医療ソーシャルワーカー、看護師）がご相談に応じ、サービス調整を行います。
病気や障害によって起こる生活の問題、心理的、経済的な問題などでお困りの患者さんやご家族の方は、お気軽に

ご連絡ください。
【レスパイト入院のご案内】（入院期間はおおむね 2週間程度）
ご自宅で介護されている方や介護者であるご家族の支援として、

レスパイト入院の相談も受けております。担当のケアマネージャー
さんを通じてご相談ください。
※入院対象者※
介護保険によるショートステイの利用困難な、医療的管理をされ

ている方の短期間の入院をお受けしています。
［在宅酸素、吸引、経管栄養、胃瘻、透析、血糖測定やインスリン使用、床ずれ（傷の処置がある方）など］

泌尿器科　部長

赤澤　信幸

◆ひとこと：
皆さんこんにちは。以前静岡で 4年ほど生活をし、大学時代は富山で、医師になって群馬県で 21年間
診療してきました。
婦人科がんの治療を主体に行ってきましたが、今後は、予防、検診を主体に、地域のニーズを考えた診
療をしていき、早くに病院、地域に溶け込めるようにしたいと思います。
よろしくお願いいたします。

婦人科　科長

伊吹　友二

【お問い合わせ】０５４５－８１－５５７７　地域医療支援室

レスパイト（respite）とは、「一時休止」「休
息」「息抜き」という意味です。
在宅介護などで介護者が日々の介護に疲れを
感じ、介護不能となることを予防する目的で介護
を受けている患者さんの短期間の入院を受け入
れます。

◆ひとこと：
卒業後は、郷里の大学に入局し、関連病院で勤務していました。この度、家族の都合もあり、当院で勤
務させていただくこととなりました。
今までは、急性期病院での経験がほとんどで、手術を中心にした診療を行っていました。今後も、患者
さん中心の医療は当然として、近隣病院を含めた医療施設との連絡を密にした、丁寧な医療を行いたいと
考えています。どうぞよろしくお願いします。

◆出身大学：富山医科薬科大学（現　富山大学）　　　◆卒業年：平成 9年
◆所属学会・資格等：
日本産科婦人科学会、日本婦人科腫瘍学会、日本癌治療学会
日本産科婦人科学会専門医、医学博士
◆専門分野：婦人科腫瘍
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健康診断センターは、今年度で 30年目を迎えます。今回の節目を機
に壁紙、床のじゅうたんの貼り替えを行いました。以前に比べて、落ち
着いた雰囲気で、受診者の方にゆったり過ごしていただけるような空間
となりました。

また、今年度から新たな人間ドックのオプション検査として、アレル
ギー検査やピロリ菌呼気テストを設定し、クレジットカードのご利用も可能となりました。さらに人間ドック受診
者限定の管理栄養士監修特別ランチ「蒲原御膳」を新たにご用意しました。
昨年度は、受診者の方の健診衣やスリッパのリニューアルも実施し、より地域の皆様が気持ちよく健康診断を受

けていただけるようにサービスの向上に取り組んでいます。
現在、当センターで実施される人間ドック等には年間約 7,000 人の方が受

診され、また地域の事業所などで実施される出張健診（バス健診）では年間
約 36,000 人の方が健康診断を受けられています。富士市フィランセや松野
まちづくりセンター、蒲原すこやかセンターなどでは住民の方を対象とした
特定健診、がん検診を実施し、多くの方に受診していただいております。

３０年間、地域の中で、皆様の健康管理のサポートを行い、病気の早期発
見、生活習慣病の予防などに取り組んでまいりましたが、これから超高齢化社会を迎える中で、ますます「予防」
が重要になってくることと思います。
当センターは管理栄養士、保健師が合わせて 11名で、「特定保健指導」や健診後の相談などを実施し、皆様の健

康維持のために全力でサポートを行っております。
皆様、新しくなった当センターで人間ドックを受けてみませんか？健康診断や健康に関するご相談にも応じてお

ります。お気軽におたずねください。お待ちしています。

夜間頻尿について～おしっこでお困りの方へ～
講師　共立蒲原総合病院　泌尿器科部長
　　　赤澤　信幸　医師（平成 30年 4月入職　1ページ目参照）
場所　共立蒲原総合病院　本館５階　会議室
日時　平成３０年８月２日（木）　１５時００分開始
参加無料・申込み不要です。

市民公開講座のご案内

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

入院患者さんを対象に、がんなどの辛い症状や退院（在宅
療養）の不安などを解決し、主治医や病棟スタッフと連携し
て患者さんの希望に沿った日常生活を送るためのサポートを

行います。医師、看護師、薬剤師、リハビリ技師（理
学療法士／作業療法士）、管理栄養士、医療ソーシャ
ルワーカーがチームとしてサポートにあたります。
詳しい内容については、院内掲示または病院ホーム

ページに掲載しますのでご確認ください。

排尿に関するケアに係る専門的知識を有し
た他職種からなるチームで当該患者さんの診
療を担う医師、看護師、作業療法士が連携し
て排尿自立の可能性及び下部尿路機能
を評価し、排尿誘導などの保存療法リ
ハビリテーション、薬物療法などを組
み合わせるなど下部尿路機能の回復を
目指します。

緩和ケアチーム
が発足します！

排尿ケアチーム
が発足します！

業務内容 患者さんが安心して診療を受ける事ができるよう、必要な情報（検査データ）を正確
かつ迅速に、臨床に提供する部門です。実施している検査は大きく分けると、患者さん
から採取した検体（血液・尿・細胞など）を検査する検体検査・細菌検査・病理検査と、
身体からの情報を検査する生理機能検査（心電図・脳波・超音波など）があります。ま
た当院は健診業務に力をいれているので、人間ドック・集団健診にも検査技師が携わっ
ています。

スタッフ

特色 睡眠時無呼吸症候群：治療の導入に必要なスク
リーニング検査、精密検査を行っています。
（富士岳南地区において、睡眠時無呼吸症候群
の拠点病院を目指しています。）

男性 7名、女性 11名（健診スタッフ 5名
含）で構成されています。
「安心・信頼される検査室」を目指しスタッ
フ一同日々努力しています。

【お問い合わせ】0545-81-5577　地域医療支援室【お問い合わせ】0545-81-2211　内線 3300東 3病棟

臨床検査科紹介

看護学生を対象に「就業体験をすることで職場環境が自分に適しているか、また働く自分をイメージしても
らう」ことを目的に毎年実施しているインターンシップを、平成３０年３月２３・３０日に行いました。看
護学校、大学の看護学部の学生さん８名の参加があり、オリエンテーション、病院見学の後に３つの病棟で
看護体験をしていただきました。
初めて当院にきた学生さんがほとんどでしたが、「患者さんと看護師が接する時間が多いように思いまし

た。」「患者さんに応じて援助方法を工夫されていました。」「退院に向けチームで連携していたところが印象
的でした。」などの感想が聞かれました。３０日には院内コンサートが開かれたため、当院のまた違った面も
見ていただけたのではないかと思います。ご協力をいただいた患者・ご家族の皆様ありがとうございました。
また、当院では看護・介護の『いつでもインターンシップ』を行っています。

インターンシップを終えて

【お問い合わせ】0545-81-3325　　健康診断センター

【お問い合わせ】0545-81-2211　　看護部

健康診断センターをリニューアルしました
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新任医師紹介

当院では、以下の職種について随時募集
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。
※平成 31年 4月 1日新規採用（看護師、
薬剤師）も募集しています。 
病院ホームページをご確認ください。

【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
春号

平成 30年 5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
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スタッフ募集

平成 30年 4月 1日付で医師、看護師、臨床検査技師、放射
線技師、看護助手の 14名が新しく蒲原病院の仲間入りをしま
した。看護師 5名、臨床検査
技師 1名は新人です。
戸惑うことも多いかと思

いますが、蒲原病院の一員と
して、地域住民の皆様の医療
を支える役割を一緒に担っ
ていきます。どうぞよろしく
お願いいたします。

平成 29年 10月に始まった外壁改修工事が、
平成 30年 3月に無事完了となりました。
当院をご利用の方々には、改修期間中ご迷惑

をお掛けいたし
ました。又、皆様
のご理解、ご協力
をいただき誠に
ありがとうござ
いました。

新採用職員が入職しました 外壁改修工事が 
完了しました

地域医療支援室　～このような相談を受け付けています～
◆出身大学：日本医科大学　　　◆卒業年：昭和 52年
◆所属学会・資格等：
日本泌尿器科学会、日本女性骨盤底医学会、日本超音波医学会、日本内科学会
日本泌尿器科学会専門医・指導医、労働衛生コンサルタント（保健衛生）
医学博士
◆専門分野：泌尿器科一般

・医療福祉相談　　・看護、介護相談　
医療福祉に関することを中心に、退院後の療養・生活全般・病気などの不安・患者さんとご家族が抱える様々な問

題を共に考え、専門職員（医療ソーシャルワーカー、看護師）がご相談に応じ、サービス調整を行います。
病気や障害によって起こる生活の問題、心理的、経済的な問題などでお困りの患者さんやご家族の方は、お気軽に

ご連絡ください。
【レスパイト入院のご案内】（入院期間はおおむね 2週間程度）
ご自宅で介護されている方や介護者であるご家族の支援として、

レスパイト入院の相談も受けております。担当のケアマネージャー
さんを通じてご相談ください。
※入院対象者※
介護保険によるショートステイの利用困難な、医療的管理をされ

ている方の短期間の入院をお受けしています。
［在宅酸素、吸引、経管栄養、胃瘻、透析、血糖測定やインスリン使用、床ずれ（傷の処置がある方）など］

泌尿器科　部長

赤澤　信幸

◆ひとこと：
皆さんこんにちは。以前静岡で 4年ほど生活をし、大学時代は富山で、医師になって群馬県で 21年間

診療してきました。
婦人科がんの治療を主体に行ってきましたが、今後は、予防、検診を主体に、地域のニーズを考えた診

療をしていき、早くに病院、地域に溶け込めるようにしたいと思います。
よろしくお願いいたします。

婦人科　科長

伊吹　友二

【お問い合わせ】０５４５－８１－５５７７　地域医療支援室

レスパイト（respite）とは、「一時休止」「休
息」「息抜き」という意味です。
在宅介護などで介護者が日々の介護に疲れを

感じ、介護不能となることを予防する目的で介護
を受けている患者さんの短期間の入院を受け入
れます。

◆ひとこと：
卒業後は、郷里の大学に入局し、関連病院で勤務していました。この度、家族の都合もあり、当院で勤

務させていただくこととなりました。
今までは、急性期病院での経験がほとんどで、手術を中心にした診療を行っていました。今後も、患者

さん中心の医療は当然として、近隣病院を含めた医療施設との連絡を密にした、丁寧な医療を行いたいと
考えています。どうぞよろしくお願いします。

◆出身大学：富山医科薬科大学（現　富山大学）　　　◆卒業年：平成 9年
◆所属学会・資格等：
日本産科婦人科学会、日本婦人科腫瘍学会、日本癌治療学会
日本産科婦人科学会専門医、医学博士
◆専門分野：婦人科腫瘍


