
14

新任医師紹介
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案内図
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
 ・作業療法士 ・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。
詳しくは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31年4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

風疹ワクチンの接種は乳幼児及び妊娠を希望する女性が主な対象者でしたが、厚生労働省の追加的対策により働く
世代の男性にも接種が可能となります。（本年4月より拡充【静岡市在住者は3月より拡充】）

対象者にはお住まいの市町村から無料クーポン券が発送されます。発送時期はお住まいの市町村により異
なりますので、発送時期についてはお住まいの各市町村の窓口にお問い合わせください。
当院でも抗体検査及びワクチンの接種が可能です。（要予約）
接種ご希望の方は、無料クーポン券がご自宅に届きましたらご連絡ください。　連絡先：0545-81-2211

今回追加される
対象者の範囲 「昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性」

風疹ワクチン接種の対象者の範囲が拡充されます。

身障者用駐車場のご案内
1. 当院には9台分の身障者用駐車スペースがあります。（設置場所がご不明な方はお問い合わせください。0545-81-2211）
2. 付き添いの方が歩行困難な方を車椅子等に乗せかえる時は、正面入口前に一時的に駐車して乗せかえることができ
ます。（正面玄関に貸し出し用の車椅子がありますのでご利用ください）
3. 付き添いの方とお車で来院される場合は、正面玄関に一時的に駐車していただく事もできます。
4. 車椅子への移乗が困難な場合は、お気軽に職員に声をかけてください。サポートさせていただきます。
↓<身障者用駐車場はこちらになります>↓

第一駐車場前 老健駐車場前 バス停前スロープ 正面入り口スロープ

健康診断センター

奈良岡　真紀

脳神経外科

八木下　勉（4月より勤務予定）

◆ひとこと :
来年還暦を迎えます八木下です。前任地では14年間脳外科の一人医長をやってきました。
自分に出来ることはやっていきたいと考えています。趣味は自転車乗り、将来はキャンピングカーライフ

を夢見ています。よろしくお願いいたします。

今回の新任医師紹介記事には掲載できませんでしたが、整形外科に平松聖士医師・内科に平松美佳医師が常勤医とし
て着任しました。今後、総合診療内科の開設も予定しております。
当院に新しい医師が着任しましたら、このおたよりを通じて皆様に広報してまいります。

◆ひとこと :
皆さんこんにちは。富士市で生まれ育ち、大学時代からは青森、秋田、北海道と長く雪国で過ごしました

が昨年、故郷へ戻ってまいりました。
健診センター内だけでなく、職場やいろいろな場所を訪問させていただいております。身近な存在として、

地域の皆様の健康に役立てるよう努めて行きたいと思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。

◆出身大学 :弘前大学　　　◆卒業年 :平成15年
◆所属学会・資格等 :
日本内科学会、日本糖尿病学会、日本総合健診医学会
日本医師会認定産業医、日本乳癌検診学会

◆専門分野 :
糖尿病内科、内分泌内科

◆出身大学 :群馬大学　　　◆卒業年 :昭和60年
◆所属学会・資格等 :
日本脳神経外科学会、日本脳神経血管内治療学会、日本脳卒中学会
日本頭痛学会、日本てんかん学会、日本脳神経外科学会専門医
日本脳卒中学会専門医

◆専門分野 :
脳神経外科一般、脳血管障害、脳血管内治療
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普通に生活している人が、突然倒れ意識がない場合、心臓が動いていないことが考えられま
す。このような時は、BLS、一次救命処置をできるだけ早く行うことがその方の命を救うだけで
はなく、その後の社会復帰においても大きな役割を果たします。BLS 研修は、胸骨圧迫、気道確保、AED使用方
法などを学ぶ研修で、院内で働く全職員を対象に毎年実施しています。職員一人一人が、この研修を通して救急蘇
生の知識や、技術を身につけ、院内だけでなく、地域においてもかけがえのない命を救える人となれる様、努めて
いきたいと考えています。

看護学生さん対象のインターンシップを、希望される日時に合わせ随時行っています。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。実習の合間や休暇中など、学校も学年も問いませ
ん。病院見学だけでもOKです。多くの看護学生の皆様の参加をお待ちしております。お申し込みは下記まで。詳
細はホームページをご覧下さい。
共立蒲原総合病院　☎0545-81-2211　担当 : 看護部　今井
※メールでも受け付けが可能です　アドレス：midori@kanbarahp.com
①氏名（ふりがな）　②学校名学年　③来院方法　④当日連絡のつく電話番号　をご記入下さい。

市民公開講座開催のお知らせ

【お問い合わせ】0545-81-5577　地域医療支援室

東2病棟は一般内科・消化器内科・呼吸器内科・内分泌内科・循環器内科・皮膚
科の急性期病棟です。病床数は46床、看護師30名・助手5名、認知症看護認定
看護師・緩和ケア認定看護師を配置し、本年1月より内分泌内科の医師も1名増員
（平松美佳医師）となり、専門性の高い医療と看護の提供を行っています。
入退院が多くとても忙しい病棟ですが、他院からの入院もスムーズに受け入れ、

スタッフ全員で協力し合い日々頑張っています。
また、他部署と連携し入院から退院まで患者さん・ご家族の方々が、安心して入

院生活を送れるよう対応しています。
これからも心温かな看護をお届けできるよう努力していきますので、どうぞ宜し

くお願いいたします。

署紹介 東2病棟

当院の休診日は、土・日・祝日となっておりますが、5/1の天皇即位の日の休日に伴いまして、暦上は10連休
となります。当院では下記の通り外来診療を行いますのでご案内いたします。

病　　　　院　4月30日㈫及び5月2日㈭の外来診療を行います。
健診センター　4月30日㈫・5月1日㈬・5月2日㈭営業します。
なお、予約外でお見えになる場合は、休診となる診療科もありますので、お電話にてご確認ください。
上記期間中の人間ドックの予約枠にまだ余裕があります。お問い合わせください。0545-81-3324（ドック予約）

4/27㈯ 4/28㈰ 4/29㈪ 4/30㈫ 5/1㈬ 5/2㈭ 5/3㈮ 5/4㈯ 5/5㈰ 5/6㈪
昭和の日 国民の休日 国民の休日 国民の休日 憲法記念日 みどりの日 こどもの日 振り替え休日

× × × 〇 病院× 〇 × × × ×健診〇

お問い合わせ先：0545-81-2211

新3病棟デイルームにて入院患者さんを対象に、フルート奏者による
mini コンサートが行われました。
今回のmini コンサートの奏者は「清水・由比・富士フルートアンサ

ンブル」の皆さんで、クラシック曲や懐かしいポピュラーなどを中心に
演奏していただきました。
観客の患者さん達も、リズムに合わせ足や手を動かして楽しんでいま

した。

5月GW期間中の診療について

院内miniコンサートを開催しました

BLS 研修（Basic life support）

講 師 共立蒲原総合病院　リハビリテーション科　
技師長　和泉謙二（理学療法士）

場 所 共立蒲原総合病院　本館5階　会議室
内 容 1. 介護予防の基礎知識

2. 転倒予防の基礎知識
3. 介護予防・転倒予防につながる運動（実技）

どなたでも参加できますので、お気軽にご来場ください。
お車でお越しの方は駐車券をお待ちください。会場にて無料認証いたし
ます。

「明日から取り組む介護予防・転倒予防」
～リハビリ職の視点から～

参加無料
申込み不要

優しさと真心を体験にきませんか ?
「いつでもインターンシップ」開催中 !
看護部

平成31年

㊌

29日
5月
15:00 ～ 1時間程度
（14:30 ～受付）
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て着任しました。今後、総合診療内科の開設も予定しております。
当院に新しい医師が着任しましたら、このおたよりを通じて皆様に広報してまいります。

◆ひとこと :
皆さんこんにちは。富士市で生まれ育ち、大学時代からは青森、秋田、北海道と長く雪国で過ごしました

が昨年、故郷へ戻ってまいりました。
健診センター内だけでなく、職場やいろいろな場所を訪問させていただいております。身近な存在として、

地域の皆様の健康に役立てるよう努めて行きたいと思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。

◆出身大学 :弘前大学　　　◆卒業年 :平成15年
◆所属学会・資格等 :
日本内科学会、日本糖尿病学会、日本総合健診医学会
日本医師会認定産業医、日本乳癌検診学会

◆専門分野 :
糖尿病内科、内分泌内科

◆出身大学 :群馬大学　　　◆卒業年 :昭和60年
◆所属学会・資格等 :
日本脳神経外科学会、日本脳神経血管内治療学会、日本脳卒中学会
日本頭痛学会、日本てんかん学会、日本脳神経外科学会専門医
日本脳卒中学会専門医

◆専門分野 :
脳神経外科一般、脳血管障害、脳血管内治療


