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市民公開講座のご案内

〈開催内容〉（すべて無料で体験できます。）
①検査体験　（骨密度・血管年齢・体脂肪・筋肉量・血圧）
②健康相談　（健診結果用紙ご持参ください）
③看護相談　（認知症について）
④介護用品展示
⑤体力測定　～あなたのバランス年齢は ?
⑥ハンドトリートメント・フットケア
⑦体験コーナー　( バルーンアート )
⑧看護師になりたい人、この指止まれ
　( 看護・介護について説明します )
⑨記念撮影 (白衣を着て記念撮影 )
⑩アルコールパッチテスト

【お問い合わせ】0545-81-2211　実行委員長　看護部　佐藤

【お問い合わせ】0545-81-5577　地域医療支援室　蛭川

婦人科検診について
～婦人科癌は集団検診だけでいいのか！？～
講　師 共立蒲原総合病院　婦人科　

伊吹　友二　医師
場　所 共立蒲原総合病院　本館 5階　会議室

受　付 14時 30分～
※参加費・申込みは不要です。
※どなたでも参加できますので、お気軽にご来場ください。

10月

平成30年

27日

土

9:00～14:00
入 場 無 料

開催
場所

ふじかわまちづくりセンター
（富士市岩淵121番地）

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。

市民公開講座のご案内市民公開講座のご案内市民公開講座のご案内市民公開講座のご案内市民公開講座のご案内市民公開講座のご案内

婦人科検診について
～婦人科癌は集団検診だけでいいのか！？～

共立蒲原総合病院　本館 5階　会議室

※どなたでも参加できますので、お気軽にご来場ください。

蒲原病院だより

共立蒲原総合病院　広報誌

回覧
秋号

平成 30年 10月

11月
29日

平成30年

15:00 ～16:00
入場無料

木
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認定看護師による看護相談のお知らせ

【お問い合わせ】0545-81-2211　　看護部　佐藤

診療放射線技師は、放射線技術の専門知識を活かして、放射線や検査の説明、目的に
応じた撮影、三次元画像などの作成や読影の補助、判りやすい画像の提供、手術サポー
トなどを行います。
診療業務は大きく分けて、画像検査部門・核医学検査部門に分かれています。これら
の部門は直接患者さんと関わる仕事で、以下の検査が該当します。
単純 X線撮影（レントゲン）、乳房 X線撮影、骨塩定量検査、造影 X線検査、回診 X
線撮影（ポータブル）、血管造影検査、X線CT検査、MRI 検査、核医学検査、術中イ
メージなど。
また、病院内の放射線に関する事柄にはすべて関わるため、放射線機器や被ばくの管
理などのような、直接患者さんとは関わらない仕事も重要な業務となっています。

すべての X線検査において、X線の被ばくを極限まで低く抑えつつ最良の画像を得る
ことができるシステムを早期に取り入れ、患者さんの被ばく低減と質の高い検査を両立
しております。

現在、10名の診療放射線技師（男性 6名女性 4名）と看護師 3名、事務職員 2名に
より、業務を行っています。

署紹介 放射線科

常にハイレベルな検査を提供しつつ、常に笑
顔を忘れない！
そんな親しみやすい放射線技師を目指し
日々精進しております。
いつでもお気軽にお声をお掛けください。

認定看護師とは、日本看護協会の認定看護師認定審査に合格し、ある特定の看護分野において、熟練した看
護技術と知識を持っていることを認められた看護のエキスパートです。
当院には現在、「感染管理」「がん化学療法看護」「脳卒中リハビリテーション看護」「透析看護」「認知症看
護」「緩和ケア看護」の 6名の認定看護師が在籍し、活躍しております。
活動の一環として、今年も 6月から毎月 1回、玄関ホールにて看護相談を行っています。今後は以下の日程
で行う予定です。困っていることや気になっていること等ありましたら、お気軽にご相談下さい。
お待ちしております。日程等は院内の掲示物、ホームページでご確認下さい。
日程は以下の通りです。

開催月 内　　　容 担　　　当 場　所
10月 認知症について 認知症看護認定看護師 玄関ホール
11月 咳エチケットについて 感染管理認定看護師 玄関ホール
12月 脳卒中の発症と予防について 脳卒中リハビリテーション看護認定看護師 玄関ホール
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例年 3月に行っていたインターンシップを、昨年度から、体験を希望される日時に合わせ随時行っています。今
年は 3月、6月、7月、8月に実施し、11名の看護学生に来院していただきました。
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。多くの看護学生の皆様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・院内見学
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・質問コーナー
＊土日祝日は、午前または午後の半日コースで、看護体験がありません。ご了承ください。
２．持ち物　　実習着・実習靴・筆記用具
３．連絡先　　☎　0545-81-2211　　看護部　今井
＊メールでも受け付け可能です　アドレス：midori@kanbarahp.com
４．申込み内容
①希望日（第３希望まで）②学校名・学年　③名前（ふりがな）　④連絡先（TEL: 当日連絡が取れる番号）　
⑤交通手段
自家用車でお越しの場合は立体駐車場へ停め、駐車券は病院の中までお持ち下さい。

7月 27日（金）、静岡県看護協会からの委託事業として、今年も高校生
１日ナース体験を実施しました。
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
実施するものです。今年は吉原高校、富士東高校、富士宮東高校、富岳館高
校から計 8名の高校生が参加してくれました。
当日は、白衣に着替えていただき院内見学後、看護場面を見学したり血圧
測定や入浴介助など、看護師と共に看護援助を行ったりしました。院内見学
では手術室も見学し、日頃ドラマの中でしかみることのできない光景に目
をきらきらさせていました。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「笑顔がとても素敵でした。」「患者さんの話をよく聞い
て、コミュニケーションを図っていました。」「自分のイメージそのままの看
護師さんがいました。」などの感想が聞かれました。「これから一生懸命勉強
して看護師になりたいと思います」という心強い発表もありました。将来が
とても楽しみです。

高校生 1日ナース体験

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？

＊土日祝日は、午前または午後の半日コースで、看護体験がありません。ご了承ください。
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案内図
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）
 ・作業療法士
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 〒 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

内科（成人）予約受付期間：10月 1日（月）～　12月 28日（金）
【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 5日（月）～ 12月 28日（金）
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 予約受付開始：9月 18日（火）～
【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 9日（火）～ 12月 25日（火）
対 象：生後 6ヵ月～中学生以下の小児（1日 25名まで）
料 金：1人１回 2,160 円（富士市在住の方は、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

当院のインフルエンザワクチン接種について

検診車（胸部・胃部レントゲン車）を更新しました
平成 30年 7月より胃胸部検診車 7号車を更新しました。
青と白の清潔感あるカラーに当院のロゴマークをあしらった、さわやかなイメージの外装をまとい、小回りが利く
ように当院の検診車の中でも全長を 1番短くしました。全長を短く抑えながらも、スペース効率の検討を重ね、更衣
スペースを 3つ設け、収納スペースも確保しました。
また、長年培ってきた検診車での撮影ノウハウを基にレントゲン装置の配置を検討し、
従来の検診車よりも撮影の効率化を図ることができました。
胃がんと肺がんの死亡数は例年男女とも上位に挙がっています。胃がん検診・肺がん検
診を受ける機会があれば必ず受診しましょう。安全運転でみなさまのところに伺います。
この新しい検診車でみなさまの健康維持のお手伝いができましたら幸いです。


