
 

 

●平成30 年1 月２７日（土） 13：30～ （受付13：00～） 入場料無料 

 場所：沼津市立病院 ２階 講堂 

 「インフルエンザの予防と感染防止対策」  

沼津市立病院 感染防止対策室 内村 奈美 看護師 

 

●平成30 年２月２４日（土） 13：30～ （受付13：00～） 入場料無料 

 場所：沼津市立図書館 ４階 視聴覚ホール 

 「毒性生物の対症療法」  

沼津市立病院 皮膚科 秦 まき 医師 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

2017年11月号 

連携室だより 発行者：沼津市立病院 地域医療連携室 

静岡県沼津市東椎路字春ノ木550番地 

ＴＥＬ 055-924-5122 （直通）  ＦＡＸ 055-924-5175 （直通） 

平成２９年 

地 域 医 療 連 携 室 長 就 任 の ご 挨 拶 

副院長・第一外科部長   福長 徹   

 

市民公開講座のお知らせ 

 平成29年10月から地域医療連携室長を拝命いたしました。就任のご挨拶とともに、日頃から連携室を通じて大 

変お世話になっております地域の先生方に、この場を借りて改めて御礼申し上げます。 

当院は、平成20年に静岡県東部最初の地域医療支援病院に認定され、今年で10年目を迎えました。駿東田方医 

療圏だけでも360余の一般診療所と50弱の病院があり、この間に数多くの医療機関と連携させていただいたことで、 

平成28年度の実績においては紹介率69．7％、逆紹介率58．8％と、「地域完結型医療」の中心的役割を担ってこら 

れたものと考えております。 

当院では、病院の運営方針の柱のひとつとして「地域医療の推進」を掲げています。地域医療を推進する最大の原 

動力は、周辺医療機関との密な連携であることは言うまでもありません。「顔の見える連携」はよく使われる言い回 

しですが、顔が見えるだけで十分な連携ができるわけではありません。生身の体を扱うわれわれ医療者は、高度かつ 

安全な医療をシームレスに提供するために、病病・病診連携のさらなる充実を心掛けるべきと考えています。 

さて、高齢化がさらに進む2025年に向け、地域医療構想の中では在宅医療の拡充が必要とされ、地域における包 

括的な医療サービス提供システムの構築が強く求められています。 

当院でも、このような時代の流れに則って、6月に地域包括ケア病棟、10月には入院センターを新たに開設いたし 

ました。今後は、地域医療支援病院の特色を生かしながら、より一層地域における医療連携に貢献したいと思います。 

・・・と、柄にもなく真面目にご挨拶してしまいましたが、やっぱり連携はお互い肩の力を抜いたフレンドリーな

信頼関係が必要だろうと思っています。地域医師会の先生方はもちろん、訪問看護師さんや薬剤師さん、ケアマネー 

ジャーさん、そのほか地域医療にかかわるすべての医療関係者との連携を進めることが、静岡県東部地区へのより良 

い医療の提供に繋がるものと考えています。今後ともよろしくご指導、ご支援下さいますようお願い申し上げます。 

 



平成29年度 

沼津市立病院 糖尿病教室 開催日時のご案内 

 

 

 

 

 

 

 

場所：沼津市立病院 ２階 講堂  

 

 

 

 

     

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1 回  11 月21 日（火） 

１２：４５～  受付開始 

１３：００～ 「糖尿病とは」・・・北川 裕 医師 

１４：００～ 「測ってみよう血糖値」・・・検査 

１４：３０   休憩 

１４：４０～ 「きれいなお口で・・・」歯の衛生 

１５：００   終了 

第４回  12 月12 日（火） 

１２：４５～  受付開始 

１２：５０～  血糖測定をしてみましょう（ご希望者） 

１３：００～  「お薬を持ってもっと知ろう」：薬物療法 

１３：５０～  「食事療法のコツ②」：食事療法 

１４：１５   休憩 

１４：２５～  「自己管理の大切さ」：古川 祥子 医師 

１５：００  終了 

第３回  12 月5 日（火） 

１２：４５～  受付開始 

１２：５０～  血糖測定をしてみましょう（ご希望者） 

１３：００～  「あなたの足を守りたい」：フットケア 

１３：３５～  「心も体も元気にする」：運動療法 

１４：２０   休憩 

１４：３０～  「糖尿病網膜症について」：佐々木 康 医師 

１５：００   終了  

 

第２回  11 月28 日（火） 

１２：４５～  受付開始 

１２：５０～  血糖測定をしてみましょう（ご希望者） 

１３：００～  「糖尿病の合併症」・・・北川 裕 医師 

１３：４５～  「食事療法のコツ①」・・・食事療法 

１４：２０   休憩 

１４：３０～  「糖尿病腎症について」・・・若林 道郎 医師 

１５：００   終了 

毎回違う内容です。 

当院を受診しなくても参加は可能

です。 

お気軽にお越しください。 

 



 

 

 

沼津市立病院では、入院される患者さんに対し、手続きの一元化を図るため、

「入院センター」を、平成29年10月２日より開設しました

場所：１階総合案内となり 専用ブース  受付時間　月～金　8：30～16：00

入院に向けて、看護師 ・ 薬剤師 ・ 事務員等が連携し、入院に関する説明や各種書類等の

手続き、医師の指示や持参薬の確認等を行います。

各分野の専門職が連携し、患者さんや家族に入院前から関わり支援する部署です。

《役割》

・入院前にリスクのアセスメントと介入

・患者情報を確実に把握し、記録する

・退院支援機能を充実させる（退院後を視野に入れた入院）

患者さんの身体的、社会的、心理的問題をセンターで把握し、退院後を見据えたサポート

を医師、病棟看護師、医療相談員、在宅支援室、栄養科、薬剤部などと連携を図る。

入院センターとは？

外来診療医師が、入院の予約を行います。

外来看護師の指示を受けた後、総合案内に

お越しください。

入院センターにて、入院手続き等の説明や

記入、医師の指示や休薬の確認等を実施

します。

入院当日は、総合案内にお越しください。

書類の確認や持参薬のチェック、検温を

行います。

入院手続き完了後、病棟に行っていただき、

ナースステーションにお声をかけてください。

利用の流れ

外来診療、入院予約

入院事前受付手続き

入院日当日手続き

入 院

入院センターが 10月2日にオープンしました！ 



月 火 水 木 金 備　考

総合内科 吉田　喜子 後藤　信昭 古川　祥子 後藤　信昭 吉田　喜子

糖尿病・内分泌代謝内科
北川　裕

古川　祥子
古川　祥子 北川　裕 古川　祥子 古川　祥子 【完全紹介予約制】

循 環 器 内 科 村上　雅美 伊藤　浩嗣 原　英幸 永田　貴子 五十嵐　建 ・神経内科

(不整脈専門外来併設) 【紹介予約制】

（ペースメーカー外来）  原　英幸（第2・4 PM） ・総合内科

消 化 器 内 科 後藤 信昭(予約のみ) 篠崎　正美 後藤 信昭(予約のみ) 久保田　教生 篠崎　正美 ・糖尿病・内分泌代謝内科

久保田　教生 宮城島　大輔 中川　彰彦 宮城島　大輔 中川　彰彦 ・消化器内科

鈴木　宏將 笠松　伸吾 藤田　尚人 杉村　薫 ・呼吸器内科

長島　有輝 ・腎臓内科

呼 吸 器 内 科 吉田　康秀 飯岡　義教 吉田　喜子 吉田　康秀 飯岡　義教 ・リウマチ膠原病科

廣田　浩介 廣田　浩介

神 経 内 科 姉崎　利治 （再診予約のみ） 姉崎　利治 （再診予約のみ） 姉崎　利治

リウマチ膠原病科 澤木　俊興 澤木　俊興 澤木　俊興

腎 臓 内 科 若林　道郎 若林　良則

ドック・検診 林　良明 井上　敏久

足 病 外 来 秦　まき・中束和彦

8:30～ 福原　淳示 村林　督夫 福原　淳示 梁 茂雄(隔週)/村林督夫 能登　孝昇 《完全予約制》

10:00～ 村林　督夫 能登　孝昇 村林　督夫 福原　淳示 瀬戸　比呂木 心臓･神経・内分泌

能登　孝昇 瀬戸　比呂木 瀬戸　比呂木 瀬戸(1･3･5)能登(2･4) (福原　淳示) 

13:30～ 乳児健診・予防接種 乳児健診・予防接種 1ヶ月健診 予約制

木村　正幸 浦濱　竜馬 木村　正幸 磯﨑　哲朗 福長　徹 【紹介予約制】

田﨑　健太郎 佐塚　哲太郎 菅本　祐司 福長　徹 佐塚　哲太郎

浅井　陽 浅井　陽 浅井　陽 浅井　陽 【紹介予約制】火　手術日

ト部　憲和 緊急のみ ト部　憲和 緊急のみ ト部　憲和 火・木　手術日

手術日　緊急のみ 深田睦／坂上直子／山中憲 緊急のみ 手術日　緊急のみ 緊急のみ 【紹介予約制】

脊　椎　脊　髄 望月　眞人 望月　眞人 門田　領 【紹介予約制】

相庭　温臣 相庭　温臣

門田　領

関　節・スポーツ 下山　勝仁 下山　勝仁 下山　勝仁

向山　俊輔 向山　俊輔

一　般 ・外 傷など 細川　郁 細川　郁 篠原　将志 井上　嵩基

一般整形（初診） 門田領／細川郁 向山　俊輔 相庭温臣／細川郁 篠原　将志 下山勝仁／井上嵩基

岩﨑　浩司 北村　惣一郎 北村　惣一郎 岩﨑　浩司 水　手術日

秦　まき 秦　まき 岩田　和子 秦　まき 秦　まき 【紹介予約制】

岩田　和子 岩田　和子 久保田　圭子 岩田　和子 岩田　和子

久保田　圭子 特殊外来・検査

中束　和彦 中束　和彦 寺内　雅美 中束　和彦 中束　和彦

門　智史 深瀬正人／辻井篤 内藤　成美 新槇　峰子 田中綾子／辻井篤 【紹介予約制】

佐々木　康 佐々木　康 谷口　聡美 佐々木　康 水　手術日

谷口　聡美

萩谷　雅人 萩谷　雅人 萩谷　雅人 【紹介予約制】受付11時まで

今泉　健太郎 清水　勇樹 中島　明子 川上　正能

佐々木　豊 佐々木豊／応援医師 佐々木　豊 水　ＡM手術日

鈴木　高広 鈴木　高広 鈴木　高広

美馬　勝人 美馬　勝人 美馬　勝人

中村　友樹 中村　友樹 中村　友樹

藤本肇／大平健司 藤本肇／大平健司 藤本肇／大平健司 大平　健司 大平　健司

岩重　洋介 井染　洋 岩重　洋介 井染　洋 岩重　洋介 【紹介予約制】

井染　洋 岩重　洋介 井染　洋 岩重　洋介 井染　洋 《完全予約制》

ＰＭ外来手術 ＰＭ外来手術 ＰＭ外来手術 障がい者歯科

第1・3木PM（杉山さおり）

心 臓 血 管 外 科

　沼津市立病院　　外来診療担当医表 　  平成29年11月1日現在

診療受付時間　7：45～12：00　（麻酔科のみ～11：00まで）

※午前12時以降受診の緊急紹介患者については地域医療連携室までご連絡下さい。

地域医療連携室 （直通）　TEL 055-924-5122　FAX 055-924-5175

診　療　科

内
科

小
児
科

外　 科

小　児　外　科

呼 吸 器 外 科

整
形
外
科

脳 神 経 外 科

皮　膚　科

形　成　外　科

産　婦　人　科

紹介予約 FAX用紙・診療情報提供書 を 地域医療連携室 まで FAX して下さい。　予約券を返送致します。

手術日　緊急のみ

麻   酔   科

泌　尿　器　科

耳　鼻　科 手術日　緊急のみ 手術日　緊急のみ

眼　　科

放　射　線　科

歯科口腔外科

【完全紹介予約制】　　  ※神経内科

【紹介予約制】　　　　  ※糖尿病・内分泌代謝内科 ※腎臓内科 ※呼吸器内科 ※消化器内科 ※リウマチ膠原病科

　　　　　　　　　　　  ※外科  ※小児外科  ※心臓血管外科  ※整形外科  ※皮膚科  ※産婦人科  ※歯科口腔外科　

　　　　　　　　　  ※総合内科 ※麻酔科

 


