


各 科 紹 介
 　眼科は、藤谷・渡辺の２名の医師で診療に当た
っております。
　扱う疾患は、結膜炎、麦粒腫、霰粒腫、斜視・弱
視、翼状片、ドライアイ、白内障、緑内障、糖尿病網
膜症、網膜剥離などが代表的です。最近は光干
渉断層計と呼ばれる網膜の断面がわかる装置を
導入し、診断精度も向上しております。
　当科の特徴としては、外傷、糖尿病網膜症、甲
状腺眼症、血液疾患に伴う眼底出血の患者さん
が多く、総合病院ならではの事と思われます。
　特に重症の糖尿病網膜症の患者さんが多く、
もっと早く受診して下されば、もっと良い視力を残
す事ができたのにと、残念に思うことも多々あり
ます。ぜひ糖尿病の方は、症状が無くても眼科受
診を欠かさないでください。
　手術は、月曜・火曜日の午後に行っています。主
に白内障の手術を片目２泊３日の入院で行ってい

ます。他にも、緑内障や硝子体手術等々行ってい
ますので御相談ください。
　治療をしても、残念ながら現在の医療では視
力が回復しない患者さんもおられます。今後ロ
ービジョンケア（視覚障害リハビリテーション）に
も力を入れて、患者さんのニーズに合った補助
具や制度のアドバイスをしたいと思っています。

眼　科眼　科

　７Ａ病棟は循環器科・心臓血管外科４０床、結核病
棟１０床の病棟です。
　循環器科は循環器疾患（不整脈・狭心症・心筋梗塞
など）や心臓カテーテル検査を受ける患者さんが入院
します。心臓血管外科は冠動脈バイパス術・弁置換術
などの手術を受ける患者さんが入院します。結核病棟
は２重扉で隔離され、病棟内に併設されています。
　スタッフは病棟担当医師５名、看護師２９名、医療補
助員３名で構成されています。
　看護師は病棟理念である「患者・家族の思いを素直
に受け止め、専門的知識・技術を持って、笑顔とやさし
さで、心のこもったあたたかい看護を提供する」を念頭
に日夜患者さんの看護にあたっています。
　患者さんが安全に安心して入院生活を過ごせるよ

うに、私たち看護師は２４時間心電図を観察し、異常
波形の有無に注意を払い、患者さんの状態を把握し
対応しています。

病 棟 紹 介 ～7A病棟～
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富士市立中央病院診療日程表
平成24年4月1日現在

内
診 療 科 《部長名》 月 火 水 木 金 備　　考

科
《藤井常宏》

小野
浅野/原

五條

山城 宇田川 三上高橋

五條
山城

水曜日の鳥巣医師、木曜日の平野医師は午前予約のみ

水曜日の谷口医師の診察は、午後予約のみ
火曜日は奇数週が浅野医師、偶数週が原医師の診察

水曜日は奇数週が小野医師、偶数週が高橋医師の診察

（代謝一般内科）

《木村哲夫》

藤井
五條

谷口
五條

藤井

（循環器内科）

（腎臓内科）
（肝臓病）

《笠井健司》
木村 木村 木村

高木

木村

馬場 鳥巣

（交替制）

初診

宇田川
梶原

笠井 小野/高橋 宇田川 笠井

神経内科
（休診） 森田 上山

平野

森田
《初診は完全紹介状制》

《火曜日の初診受付は、午前10時まで》
循環器科

《三川秀文》 山﨑 三川 三川 三川 三川
山﨑 富永/浦部

《田中　圭》

初診

初診

初診

阪本

田中
浦部 阪本

金曜日は奇数週が富永医師、偶数週が浦部医師の診察

火曜日の午前が小山医師、午後が松本医師の診察
水曜日の午前が共田医師、午後が阿部医師の診察

木・金の診察は午後2時～4時、水は午前9時～11時

木曜日の森川医師の診察は、偶数週の午後2時～4時

小 児 科《瀬川孝昭》 千葉

秋山

千葉 千葉 千葉
瀬川 瀬川 瀬川 瀬川
秋山 秋山秋山 秋山

外 科《梶本徹也》
谷島 坂本 坂本
共田 共田/阿部

梶本 良元
小山/松本 小山 谷島

柏木

整形外科《田邊登崇》

梶本 良元 熊谷
（交替制）※ 森川

柏木
梶本

鈴木

《初診は完全紹介状制》
飯田
田邊

飯田
田邊永井 （交替制）

（交替制）（交替制）（交替制） （交替制）（交替制）

永井

《水曜日の初診受付は、午前9時半から午前11時まで》
《水曜日は初診のみ（紹介状制）》

脳神経外科《諸岡　暁》
（交替制）

窪田
土田 土田

窪田

《水曜日は初診のみ》

金曜日は初診のみ

野田
秋山 鈴木

野田 諸岡 火曜日の諸岡医師、木曜日の野田医師は再診のみ諸岡

《婦人科初診は完全紹介状制》

《初診は完全紹介予約制》

産 婦 人 科《窪田尚弘》 窪田 中島 鈴木 小田 矢田
鈴木/窪田 鈴木/窪田
矢田

鈴木/窪田
伊藤/乙咩小田

鈴木/窪田 鈴木/窪田
窪田

眼 科《藤谷暢子》
渡辺

小田 矢田 窪田

渡辺

鈴木 長橋
藤谷 藤谷 藤谷 藤谷 藤谷

渡辺 渡辺
耳鼻咽喉科《高柳博久》 石垣 高柳

高柳
（交替制）

森本 （交替制）

（交替制）

勝山

森本
（交替制） 石垣

皮 膚 科《津嶋友央》 津嶋 津嶋 津嶋 津嶋 津嶋 水曜日の津嶋医師の診察は、奇数週
青島 青島 青島 青島 青島 水曜日の青島医師の診察は、偶数週

《治療外来は午前中のみ》
←診断外来
←治療外来

←妊婦健診
←婦人科再診
←不妊症外来

放 射 線 科 （担当医） （担当医）
成尾 清水/艫井萬/東条 （交替制）成田/松井

竹永竹永竹永竹永竹永
歯科口腔外科《勝山直彦》 勝山

井出
勝山

井出
永沼 永沼 永沼 永沼 永沼

勝山
井出
勝山

井出井出

川瀬/渡辺 川瀬/渡辺
川瀬医師・渡辺医師の診察は、火曜日は第２週と第４週、
木曜日は第１週と第３週

（呼吸器内科）

（心臓血管外科）

形成 外科《平川正彦》 平川 平川岸 《火曜日の初診受付は、午前10時まで》岸
泌尿器科《後藤博一》 後藤 鈴木 後藤 鈴木 後藤
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※都合により、内容が変更になることがあります。

※はヘルニア・下肢静脈瘤外来

●医師の人事異動について ●病院総務課内線 2217退任日:平成24年3月31日　就任日：平成24年4月1日

診療科

代謝一般内科 小児科

整形外科

産婦人科

歯科口腔外科

腎内科

呼吸器内科

循環器内科

退任医師名

井内  裕之

塩崎  正嗣

福井  　亮

山中  修一郎

藤田　  雄

野田  一臣

就任医師名 診療科 退任医師名 就任医師名
イ   ウチ 　ヒロ ユキ

シオ サキ　  マサ ツグ

ヤマ  ナカ　シュウイチ ロウ

フク　イ　　　　アキラ

フジ　タ　　　　 ユウ

ノ　 ダ　　カズ オミ

原  興一郎

浅野  　裕

宇田川  崇

木戸口  慧

三上  滋郎

吉田　  律

ハラ　 コウ イチ ロウ

アサ   ノ　　　　ヒロシ

キ　  ド  グチ　サトシ

 ウ　 ダ　ガワ　タカシ

 ミ  カミ　　ジ　ロウ

劉　　  楷
リュウ　　　　　　　カイ

ヨシ   ダ　　　　 リツ

江間  彩子

小澤  綾子

久富  　輔

中島  邦宣

田宮  旬子

エ　 マ　　サイ　コ

 オ　ザワ　  アヤ　コ

ナカ ジマ　 クニ ノブ

ヒサ トミ　　　 タスク

中川  　綾
ナカ ガワ　　　　アヤ

タ  ミヤ　 ジュンコ

池本　  智

土田  茂樹

矢田  大輔

伊藤  敏谷

イケモト　　　 サトル

ヤ　 タ　　ダイ スケ

 ツチ  ダ　　シゲ　キ

 イ  トウ　  トシ   ヤ

永沼  佳納
ナガ ヌマ　　カ　 ナ
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 当院では、「来院される皆さんに心癒されるくつろぎの空
間をご提供したい」との想いから、院内ギャラリーを設置し
ました。
　作品は、市内の学校や教室、サークルの皆さんから広く

募集し、5月から月替わりで展示する予定です。場所は１階
エレベーター前通路です。ぜひお立ち寄りください。
　また、展示作品も募集しています。展示希望の方は、下
記までお問い合わせください。

【院内ギャラリーを設置しました】 

【出前講座をご利用ください】 

【腎臓病教室のお知らせ】

【院内ギャラリーを設置しました】 

　今年度も「出前講座」を実施します。
　出前講座とは、当院職員が市民、団体の皆さまより申請
をいただき、指定された会場へ出向いて、日常業務の説明
や情報提供を行う事業です。
　昨年度は、40回講座を出前し、市民の皆さんに当院職

員（医師・看護師・診療放射線技師・歯科衛生士等）が持つ
専門的知識・技術などをご紹介させていただきました。
　今年度は内容もさらに充実し、59メニューをご用意しま
した。お問い合わせは下記となりますので、ぜひご利用くだ
さい。

【出前講座をご利用ください】 

　第31期の腎臓病教室を、5月より毎月第3火曜日の午後
3時から1時間の予定で開催します。全6回（5/15、6/19、
7/17、8/21、9/18、10/16）ですが、医師・看護師・栄養士・
薬剤師・臨床検査技師・医療ソーシャルワーカーが分担し
て、さまざまなテーマについてお話させていただき、どの回
からでも参加できるように工夫してあります。
　腎臓病などの慢性疾患では、病院での診療だけでなく、
適切な食事療法、規則正しい生活、正しい服薬など、毎日

の積み重ねが病気の経過に影響を及ぼします。
　この教室は、職員が経験し学んだことを、皆さんの生活
に役立てていただければと考えて実施しています。
　腎臓病の療養生活は患者さんだけのものではなく、ご
家族、それに診療に携わる私たちみんなが協力して作り上
げていくものだと考えます。参加費は無料で、１回のみの参
加も可能です。ぜひご参加下さい。なお、ご希望される方
は当日中央病院２階大会議室に直接お越しください。

【腎臓病教室のお知らせ】

看護の日のお知らせ

　平成２４年３月８日（木）、ロゼシアター小ホールにて市民公開講座を行いました。講師
には、国立感染症研究所の感染症情報センター長である岡部信彦先生をお招きし、「急
に増えた予防接種 -どうして？どれが大切？- 」をテーマにご講演いただきました。
　目まぐるしく変わる予防接種の現状やその重要性について詳しくご解説いただき、熱心
に聞き入る参加者の姿が多く見られました。

市民公開講座の報告

　　平成２４年５月１１日（金）の午前９時から１２時まで、当院正面玄関にて看護の日イベントを行います。
　血圧測定や看護・介護などの相談コーナー、介護用品の展示など行いますので、ぜひお気軽にご参加ください。

　これからの少子高齢化社会を支えていくためには、「看護の心、ケアの心、助け合う心」を皆で分かち
合う事が必要です。
　そのような事を知っていただくきっかけとなるよう、ナイチンゲールの誕生日である５月12日を「看護の
日」として制定し、「看護の心をみんなの心に」をメインテーマとして毎年記念行事が行われています。

看護の日
って何？
看護の日
って何？

詳細は、下記当院ウェブサイトをご覧いただくか、病院経営課へご連絡ください。
当院ウェブサイト　http://fujishi.jp/̃byoin/
問い合わせ ： 病院経営課　経営企画担当　TEL：0545-52-1131（内線2221）

岡部先生の講演の様子

【問い合わせ先】

お　し　ら　せ



富士市役所
●

JR東海道線

JR東海道新幹線

中央公園

富士市立
中央病院

●

旧国道1号 潤井川

N 国道139号

東名高速道路

ロゼ
シアター

国道1号至静岡 至東京

至静岡

至富士宮

至東京

●

富士
I.C.

富士駅

新富士駅

各種教室のご紹介

出前講座のご紹介

～こんな相談を受け付けています～～こんな相談を受け付けています～

その他の病院内の相談は…

総合相談センター総合相談センター

富士市立中央病院
～平成24年度病院指針～
〒417-8567 住所：静岡県富士市高島町50
電話：0545-52-1131　FAX:0545-51-7077
E-mail：byoin@div.city.fuji.shizuoka.jp
ウェブサイト:http://fujishi.jp/̃byoin/

○病院だよりに関するご意見ご要望は病院経営課へお願いします。
電話：0545-52-1131  内線：2221・2222  E-mail:ch-keiei@div.city.fuji.shizuoka.jp

【アクセス】富士ICより　車で10分
東海道本線富士駅より　タクシーまたはバスで10分
東海道新幹線新富士駅より　タクシーで10分

●栄養相談　※予約制です。　
月～金　栄養相談室（2階循環器科外来隣り）
お問い合わせ ： 栄養科

●お薬相談
月～金　8：30～17：00　相談室（お薬渡し口隣り）
お問い合わせ ： 薬剤科

●検査に関する相談・血糖自己測定器の説明　
月～金　8:30～17:00　中央検査相談室（2階）

●フットケア相談　糖尿病の患者さまの足のケア
第2・第4水・木曜　13:30～15:30　内科外来（2階）
お問い合わせ：内科外来

　患者さんとご家族を対象とした各種教室を開催しています。
開催日・講義内容については中央病院にお問い合わせの上、お
気軽にご参加ください。開催場所は、各教室いずれも中央病院
2階大会議室です。

　当院職員を学校・会社・町内会の集まり・医療施設等へ派遣
します。講座は全部で59メニュー、すべて無料で実施します。
ぜひ、ご利用ください。

「地域と歩む医療の推進」

●看護相談（がん相談含む） ・ よろず相談…患者さんとご家族が抱える様々な問題を共に考え、解決していくお手伝いをします。 病気や
　治療のこと、退院後の生活に対する不安など、専任の看護師がご相談に応じます。
●医療安全相談…受けた医療に関して疑問や不安があるが、医師に相談しづらい事など、専従のリスクマネージャーがご相談に応じます。
●医療福祉相談（健診含む）…患者さんの介護保険の利用、医療費などの心配、退院後の生活の準備、転院先案内など、医療ソーシャル
　ワーカーがご相談に応じます。（医療福祉相談のみ　　　　　 　）
受付時間及び相談時間　月曜日～金曜日　8：30～16：30

お問い合わせ ： 栄養科  内線2146

お問い合わせ ： 産婦人科外来  内線2337

●腎臓病教室
日時 ： 毎月第3火曜日　15：00～16：00

●ファミリークラス

日時 ： 毎月3回　13：00～15：00
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内線2146

内線2126

内線2046

内線2918

内線2267お問い合わせ ： 臨床検査科

　内線2285 

●医療放射線被ばく相談　※予約制です。　
火・木曜日　放射線科外来（1階）
お問い合わせ：中央放射線科　内線2153

※場所は1階正面玄関入って、すぐ右手です。
　お気軽にお声をお掛け下さい。

　●詳細は当院ウェブサイトまで
　　http://fujishi.jp/̃byoin/
　　お問い合わせ ： 病院経営課　内線2221

「富士市立中央病院 病院だより」に広告を掲載しませんか。　

広告に関する一切の責任は広告主に帰属します。また、富士市が推奨するものではありません。　

「病院だより 第17号（7月20日発行）」に広告を掲載しませんか。お問い合わせ：病院経営課　内線2221・2222

検索

目的を持って、ゆっくりパソコン習得
新しい発見で気持ちも若返り！
個別指導で初心者から対応
ワード・エクセル・インターネット
町内会・ＰＴＡ・子供会の資料作成

１時間1,000円（税込）の安心料金
開講：月～金
（土曜予約開講）
17:00～20：00
富士市横割
無料駐車場完備パソコンスクールニフティ

ニフティパソコン
 スクール
パソコン
 スクール

東名高速
道路

吉原高校

ミニ
ストップ

ハック
ドラッグ

富士宮補聴器
センター
夫婦店

道
街
渕
大

間違いない補聴器選びをお約束

富士宮補聴器センター
夫婦店（富士市石坂）
め　お　と

富士市石坂 85-16
TEL・FAX
0545-53-2365
営業時間
9:00～ 17:00
日・祝日定休 駐車場有

補聴器１台のご購入につきワンコイン
（500円）を当店負担にて東日本大震
災の被災地へ寄付させて頂きます。

ガンバロウ日本 !!

安心の貸出しシステム

ご購入後の再調整まで

実生活での聞こえの効果を確認して頂くよう
補聴器の貸出しを致します。

補聴器は生活環境に応じた再調整が大切です。
万全のサービスでお待ちしております。

認定補聴器
技能者在籍

のお店です

安心の証！

Fuji City General Hospital


