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薬剤師 看護師（外来・手術室・病棟）

　明けましておめでとうございます。令和５年が始まりました 。
　新型コロナウイルスによる感染症は、丸３年が経過しました
がいまだに蔓延しており、収束までもう少し時間が掛かりそう
です。しかしウイルスの毒性低下、ワクチン接種の普及、治療
薬の開発により重症化することが少なくなり社会活動の制限が
緩和されつつあります。今年中には感染流行前の日常生活に戻
れるよう期待しています。
　さて今年で聖隷福祉事業団が私たち病院の運営に関わってか
ら２４年になります 。 当初より地域に貢献できる、信頼される病
院をめざして診療を行ってきましたが、人員不足はなかなか解
消されません。 しかし聖隷浜松病院との連携を強化することで、
整形外科、眼科の診療支援が軌道に乗り、脊椎、関節手術、硝子体、
緑内障手術が施行可能となりました 。
また病気の予防につながる健診、人間ドックにも積極的に取り
組んでおり、聖隷保健事業部の協力のもと健診業務を発展させ
ることで、 受診者数を増やすことができました。
　今年は更に病院機能を充実させ、地域の方々に良質で安全な
医療を提供できるよう職員一丸となって努力してゆきます。
　令和５年が皆様にとって良い年でありますよう祈念致します。

病院長 小里俊幸

　訪問看護は、訪問看護
ステーションから直接利
用者の自宅へ訪問します。 
自宅で最期まで暮らせる
ように他 職種と協働しな
がら療養生活の支援や、
御家族の不安や悩みに寄
り添うことができるよう
支援しています。

　体温や脈拍・血圧や呼
吸状態などをご自宅にて
確認をします。自宅での
生活様式や家族の介護状
況などを評価し、安心し
て自宅の生活が出来るよ
うに心掛けています。
　主治医からの指示に従
い、点滴や採血、吸引や
褥瘡処置、管理栄養の管
理等も行います。

在宅支援って何をするの？（訪問看護の場合）在宅支援って何をするの？（訪問看護の場合）在宅支援って何をするの？（訪問看護の場合）在宅支援って何をするの？（訪問看護の場合）

健康状態の確認・医療ケア健康状態の確認・医療ケア健康状態の確認・医療ケア

　利用者の身体的な看護を行うだけではなく、精神的ケア
や家族への日常生活へのアドバイスも行います。服薬の管
理方法や認知症の利用者に対しての家族へのアドバイスな
どをしています。

利用者や家族の精神的ケア・生活支援利用者や家族の精神的ケア・生活支援利用者や家族の精神的ケア・生活支援

　定期的な訪問に加え、
利用者の急変時に対して
は日中・夜間問わず訪問
等の対応を設けていま
す。当ステーションも同
様に電話対応や状態に
よっては利用者宅に訪問
します。

〈文責︓在宅事業部 訪問看護ステーションけいあい〉

急変時について…急変時について…急変時について…

小児科 診療終了のお知らせ 今回は、食材をご提供いただいている石川商店様をご紹介します︕
　こんにちは、石川商店です。
富士市厚原で青果、鮮魚、惣菜、
仕出しを中心とした食料品店を
営んでおります。
　聖隷富士病院様をはじめ、保
育園や介護施設、飲食店様に野
菜や鮮魚、食料品などを納めさ
せていただいております。
最近ではインスタグラムなどの
ＳＮＳを見てきてくださるお客

様が増え驚いております。
　特にお刺身や自家製のお惣菜が人気です。
よろしかったら石川商店のインスタグラムを
覗いてみてください。近くにお越しの際は 
是非お立ち寄りください。心よりお待ちして
おります。

地域・関連企業様のご紹介

石川商店
〒419－0201 富士市厚原 820－7
https://ishikawashotenfuji.wixsite.com/websit
instagram︓@ishikawashouten

石川商店
ホームページは
こちらから↓

　当院小児科をかかりつけにして頂いた患者様には申し訳な
いのですが、当院小児科は２０２３年１月３１日をもって閉
鎖になります。つきましては、慢性疾患で定期薬を処方され
ている方、症状の経過観察を行っている方など、他院への紹
介状が必要な方は、１月中旬までにご相談ください。疾患に
合わせて信頼できる医療機関を紹介致します。よろしくお願
いいたします。
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各科外来担当医一覧表
2023年1月4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9:30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

野間
(診察9:30開始)

尾花

髙柳
(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）

※3 伊藤

伊藤（予約制）

※1 福塚（予約制）
※４ 布田

※1 餌取

※1 福塚（予約制）
（紹介患者可）

※1 福塚（予約制）
（紹介患者可）

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）

仁木（予約制）
※５ 渡邊（脊椎外来・初再診15時まで）

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）
※1富樫（初診・紹介患者のみ）

富樫 富樫 梶本 ※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13:00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 水曜午後の石黒医師の診療は第2・4のみ　※6 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（透析）
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)

※５石黒(腎臓・予約制)
武田

※６ 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 仁木

　放射線課は現在８名の診療放射線技師が勤務して
おり、レントゲン・ＣＴ・ＭＲＩなどの画像検査を通
して患者さんの診療に関わっています。レントゲン
やＣＴは短い時間で臓器や病気の情報を得ることが
できるというメリットがある一方、放射線を使用し
ている為に被ばくを伴う検査となります。私たち技
師は放射線量を適切に管理し、体に影響が出ないよ
う被ばくを最小限に抑えると共に、診断に必要な最
大限の情報を持った画像を医師に提供できるように
努めています。
　放射線課は質・安全・効率共に最適の医療を追及し、
皆様に安心して検査を受けて頂けるように、これか
らもスタッフ一同、最大限の努力をしていきます。
画像検査や放射線に関する不安、質問がございまし
たら気兼ねなく放射線課スタッフにお尋ねください。

　薬剤課では、医師の処方箋をもとに調剤をしてい
ます。お薬の種類や量、飲み合わせなどに問題が無
いかを確認し、処方内容に疑問があれば、医師に問
い合わせをします。他の病院のお薬との飲み合わせ
も確認してからお渡しいたしますので、お薬手帳を
毎回お持ちください︕
　その他、注射剤の調製や入院中の患者さんに対す
る薬の説明等、病院にあるすべての薬の管理を行っ
ています。また、他の医療従事者とチームを組み、
薬剤師としての視点から栄養サポートや感染対策な
ども行っています。
　お薬のことで不安なことや困っていることがあれ
ば、いつでも薬剤課にご相談ください︕

薬剤課薬剤課

〈文責︓放射線課〉

〈文責︓薬剤課〉

衛生的に注射剤の調製を行います

薬剤課スタッフ
栄養サポートチームの一員として
最適な栄養療法を提供します

調剤室でお薬を準備します

部門紹介

部門紹介 放射線課放射線課
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