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星に願いを　
～七夕～ 
星に願いを
～七夕～ 

　7月は七夕です。願いごとを書いた短冊や飾りを
「叶いますように･･･」と祈りを込めて、笹に飾り付け
をします。 
　当院では入院中でも季節を感じられるようにと、
季節のイベントに合わせデイルームやエレベータ前
の飾り付けをしたり、季節食を提供したりしていま
す。 
　今後もめぐる季節を感じていただき、入院中に
患者様が少しでも楽しく過ごす事ができるよう、当
院ではいろいろな形でサービスを提供していきた
いと思います。 

＜文責：看護部・栄養管理課＞

医師
作業療法士 診療放射線技師

薬剤師 看護師（外来・手術室・病棟）

　5月以降も当院の眼科は診療体制を整えております。
月曜から金曜まで午前に診療を行っております。
目に関する事で気になることがございましたら、
お気軽にご相談下さい。

詳細は外来担当医を
ご覧下さい
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尾花医師

笹野医師 笹野医師

野間医師 朝岡医師
火曜

木曜 金曜

水曜

お薬の保管について 
　だんだんと暑くなってきました。処方されているお
薬の保管方法について、改めて確認をお願いします。 

　お薬は、光や温度、湿度など
によって効能が落ちる場合が
あります。保管方法にとくに指
示がない場合は、直射日光、高
温、多湿を避けて、室内（室温）
で保管してください。室温が
30℃を超えてしまうようであ
れば、冷蔵庫の冷風が当たら
ない場所（凍らないようにする
ため）での保管を検討しましょ
う。ただし、お薬を取り出した
際に温度差で湿気を含んでし
まう場合があるため、とりだし
たらすぐに内服してください。 

【高温・多湿・直射日光を避ける】 

　夏場はクーラーの効いていない車内は高温となって
しまいます。薬局から家に持ち帰る際に、買い物をし
ているわずかな時間に粉薬が固まってしまったり、座
薬が溶けてしまったりすることがあります。冷所保存
のお薬を持ち運ぶ際には、保冷バックなどを活用しま
しょう。室温保存のお薬であっても、早めに持ち帰るよ
うにしましょう。 

【お薬の持ち運びにはご注意を】 

　自覚症状が同じだからといって、自己判断で以前処
方をうけた薬をそのまま服用することは避けてくださ
い。有効期限が切れていたり、症状によって飲んでは
いけない薬もあります。目薬や吸入薬など、開封して
から安全に使用できる期間が決まっているお薬もあり
ます。 

【古いお薬は捨てる】 

＜文責：薬剤課＞ 

室温
１～３０℃
冷所

１～１５℃

季節に合わせた飾りつけを作成しています季節に合わせた飾りつけを作成しています

　今回は、入院食でもご提供している、ごとうのたまごや
（後藤養鶏）様をご紹介します。 

　富士市の愛鷹山中で2万羽
の鶏を飼育しています。目の前
には茶畑が広がり富士市街を
一望できる農場で、ミネラル豊
富な地下水を飲ませ、吟味した
エサを与えた新鮮な卵を「ごと
うのたまご」として販売してい
ます。 

　地域を根ざす農業として、聖隷
富士病院様をはじめ飲食店様に
ご利用頂いています。また市内に
3か所「卵の販売機」があるので
見かけたらぜひ覗いてみてくださ
い。 

地域・関連企業様のご紹介

後藤養鶏
〒417-0821　静岡県富士市神谷726

ごとうたまごや
ホームページはこちらから
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各科外来担当医一覧表
2022年7月1日現在

内　科

リウマチ
膠原病科

脳神経外科

循環器科

乳腺外来

整形外科

泌尿器科

※1 眼  科

※1 小児科

皮膚科

外　科

午前

午前

芹澤
馬場(一般/肝臓)

藤原
清水（診察10:00開始）

※山田 （予約制）

※山田 （予約制）

富樫

小里

松原(受付11:00まで)

※１ 杉浦

※2  杉浦 ※2  杉浦

※１ 遠藤

遠藤

※１ 杉浦

尾花
(診察9:30開始)

野間
(診察9:30開始) 朝岡

松原

京極 京極 京極 京極 京極 京極（第2・4）

※2 京極(受付17:00まで) ※2 京極(受付17:00まで)京極(受付16時まで)
◎ワクチン接種(受付16時～17時)

京極(受付16時まで)
◎ワクチン接種(受付16時～17時)

京極(受付16時まで)
◎ワクチン接種(受付16時～17時)

※１福塚（予約制）
※２佐々木（第2・4脊椎外来）
                  福本

福本

※1 福塚（予約制）
※4 布田

※1 餌取

※1 福塚（予約制） ※1 福塚（予約制）

笹野
(診察9:30開始)

笹野
(診察9:30開始)

※6 下肢専門外来
（一般整形不可）

神田（第2・4）

岩田
※5 渡邊（脊椎外来）

小里

小里

瀬戸口（受付１１：００まで）

瀬戸口（受付１５：３０まで）

※芹澤(予約制)

原（受付１１：００まで） 稲葉

稲葉

齋藤

齋藤

原（予約制）

※1 富樫
（初診・紹介患者のみ）

藤林
（不整脈外来）（予約制）
富樫（初診・紹介患者のみ）

富樫 富樫 松井 ※2 富樫
丹原

第2・4 (予約のみ)
富樫

第2・4（初診・紹介患者のみ）

※第2・4交替制
(受付11:00まで)

梶本梶本富樫

※山田 （予約制） ※山田 （初診）

　※小野

※山田 （予約制）

渡邉

※山田 （予約制）

※山田 （予約制）

馬場(一般/肝臓)
清水（受付13:30まで)

※１ 源馬医師の診察は第2・4水曜日のみ　※２ 岡田医師・奥村医師・芹澤医師の交替制　※３ 渡邉医師の診察は第4土曜日のみ（第2へ変更の場合有り）　※４ 第3水曜日の受付は15時まで　※５ 診察時間15時～16時　◎禁煙外来は現在休止しております

※予約外の再診については要相談

※受付時間：12時～15時（診察開始時間：13時）

奥村
馬場(肝臓)
藤原

奥村
芹澤

依馬（腎臓）
藤原

馬場(一般/肝臓)
野村(呼吸器)

芹澤（予約のみ）
※１ 源馬（糖尿・内分泌）
(診察10:00開始)（予約のみ）

武田
石黒（腎臓）

※４ 奥村
野村(呼吸器)

武田
※５ 依馬
(予約制)

奥村
芹澤
藤原

※２ 交替制（第2)
平野（第4）

※３ 渡邉(アレルギー外来)

武田

午後

午前
午後

午前
午後

午前
午後

午前
午後

午前
午後

午前
午後

午前
午後

午後

午前

午後

午後

◎初診・紹介患者でも午前中の受診、梶本医師の受診は可能です　※１ カテーテル検査・治療のため、長時間お待たせしてしまう場合があります。受診を希望される方は、お手数ですが事前にお問い合わせ下さい。　※２ 第4金曜日は休診

※第2土曜日は瀬戸口医師　第4土曜日は稲葉医師（偶数月）、原医師（奇数月）

※１ 当院他科受診中で整形初診の方は要相談　※２ 10時30分診療開始・一般整形不可　※３ 初再診受付10時30分まで　※４ 初診受付は10時まで、再診受付は11時まで　※５ 月に一度、休診日有り（不定期）・一般整形不可 ※６ 森医師・鈴木医師の交替制

※１ 原則予約制のため、受診希望の方はお電話にてお問合せ下さい 尚、電話予約は新患の方でも可能です　※2  火・木曜日午後の14時～15時は乳幼児健診・予防接種のみ  火・木曜日の受付時間は17時まで行ないます　◎通常診療時間内でのワクチン接種は行ないませんのでご注意下さい

※第１・第5水曜日は休診

※１ 初診受付は11時まで、再診受付は11時30分まで

※1 受付時間：8時～11時

※1 診察9：30開始　※2 15時30分受付終了

午前　８：００～午前１１：３０　（診察開始時刻　９：００） ※一部の診療科を除く
午後 １３：００～午後1６：００　（診察開始時刻 １４：００） ※一部の診療科を除く

受　付
時　間 日曜・祝日・第１・３・５・土曜日

【休診日】

※１ 福塚（予約制）
※3 岩田

作業療法士と
　　　　　　　理学療法士
作業療法士と
　　　　　　　理学療法士

人工透析センター人工透析センター人工透析センター

　みなさんこんにちは。私はリハビリテーション(以下リハビリ)を担当してい
る作業療法士です。今日は当院のリハビリについて紹介します。 
　当院には、急性期病棟と地域包括ケア病棟があります。リハビリ専門職とし
ては理学療法士、作業療法士がおり、骨折や脊柱疾患などの整形外科、心臓
や呼吸器の疾患、糖尿病などの生活習慣病、レスパイトの患者様など、幅広い
分野に対し専門的な知識を用いて日々のリハビリに取り組んでいます。 

　人工透析室では、医師、看護師、臨床工学技士、看護補助者、クラークがチーム
となり従事しています。 

＜文責：人工透析室 ＞ 

 

　理学療法士は、主に立ち座りや歩行などといった基本的な動作に対する訓練や体の使い方を指導して
います。作業療法士は、トイレ・食事・入浴などといった日常生活で行う動作の訓練や指導をしています。
また実際の住まいにお伺いし、家での生活動作の指導や住環境のアドバイスも行っています。 
　私たちは、「地域社会のニーズに対する最良の治療・サービスを模索し提供する」という理念を掲げて
います。病気や怪我により生活が一変しても本人やご家族様の想いを聴き、少しでも希望にそった「その
人らしい生活」を送れるようお手伝いいたします。 ＜文責：リハビリテーション課＞  

　「慢性腎臓病」と診断された時から患者様に関わり、できる限り患者様の生活の質を落とさず治療を行
える方法を一緒に考えていきます。また、本年より最新の透析器機を導入し透析中の血圧低下予防に有
効な間歇的血液透析濾過（IHDF）を開始することでより質の高い治療を提供できるようになりました。 
　又、バスキュラーアクセス（シャント・長期カテーテル）の造設も行っており、導入から外来維持透析に至

るまでスムーズな流れを提供しています。腎臓疾患以外の疾病
に関しても、他科と連携し早期の受診や必要に応じて入院対応
をすることができます。さらに、ご自宅における体調の変化や
シャントトラブルが発生した際も24時間体制で対応することが
可能です。 
　慢性腎臓病を抱える患者様の人生に寄り添い、透析室スタッ
フ全員で温かい治療・看護を提供することに努めていきます。 

診療を支える
スペシャリスト
診療を支える
スペシャリスト

部門紹介部門紹介
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