
　平成30年４月の新年度

を迎えてから１ヶ月が過

ぎました。今年度は57名

の新たな職員が当院のス

タッフに加わってくれま

した。新しい風が吹き込

んだことによって、院内

の活気が増したように感

じられる今日この頃です。

　当院では昨年度12月に入院病棟の再編成を行い

ました。現在２階、４階、５階の病棟は急病や手術

目的の方が入院する「急性期病床」、３階は急病の

状態が落ち着いた方や手術後で病状が落ち着いた

方が、自宅に戻るために体力を戻すための「地域

包括ケア病床」として稼働しております。入院病

棟毎の役割を明確にすると同時に、入院可能ベッ

ド数を増やしたことで、少しでも多くの患者さん

が入院治療を受けられるよう整備を進めました。

　また２月には電子カルテを導入しました。これ

までは紙カルテとコンピューターカルテ（オーダ

リングシステム）の二元管理でしたが、電子カル

テを導入することによって病院内の情報伝達を１

つのコンピューターシステムに統合しました。こ

れを活用することにより業務を効率化できるため、

事務作業の削減分を患者さんに対するケアの充実

に充てるべく、現在導入後の調整を行っておりま

す。最新の電子カルテシステムには間違いが起こ

りにくい工夫が張り巡らされており、これまでよ

り一層安全安心な医療・看護を提供できるよう努

力してまいります。

　さらに、２月にはマンモグラフィ（乳腺X線検

査装置）、３月には骨密度測定装置が院内に導入

されました。両者とも重大な健康障害（進行乳が

ん、大腿骨骨折、圧迫骨折）が発症する前に異常

を検知するための検査機器です。住民の皆様が健

康的で充実した日々を送るための手助けができれ

ばと考えております。

　さて、話は変わりますが、現在、日本において

は（世界各国も同様ですが）年々医療費が増加し

ており、国の財政を圧迫しています。国の医療政

策が予定通り進めば、今後、日本全体の病院数、

入院ベッド数は減少していきます（当地域が減少

するかどうかは分かりませんが…）。我々は限ら

れたベッド数、十分とは言えないスタッフ数、増

え続ける医療ニーズの中で地域住民の健康を守り

続けるための解決策として「地域医療連携」を重

要視しています。地域の医療機関（長期療養型病

院、診療所、介護施設など）との連携を強めるこ

とにより、当院では病気になった患者さんを一人

でも多く受け入れ、速やかに適切な治療を行い、

在宅介護環境を整えた上でご自宅にお戻し、また

は適切に医療・介護施設へケアを引き継ぎ、そし

て新たな急病患者さんを受け入れる、という体制

をさらに強化して参ります。私は昨年度から消化

器内科医としての通常業務に加え、地域連携室の

責任者として地域の医療・介護・保健機関との関

係づくりを進めてきました。地域全体を大きな一

つの病院と見立てて、地域全体として住民の健康

を守るという意識を皆様

と共有できれば、これか

ら日本が迎える超高齢化

社会、多死社会は乗り切

ることが十分可能である

と考えております。

足柄上病院の新しい風

地域医療連携室　室長
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かけはし
足柄上病院ジャーナル

  足柄上病院の病院理念

「あ」：安全で安心な医療を提供します。
「し」：社会の要請を担う政策医療を展開します。
「か」：患者中心の医療を実践します。
「み」：魅力ある自立した病院を目指します。



　県下12病院で300余人の仲間が活動しています。

　ランパスは灯の意味。

　足柄上病院では2002年から、現在15名で月曜日の午

後３時間活動しています。

「私たちの手・足・声・心を必要としている患者さん

のためにお使いください」という、マザー・テレサの

祈りから始めます。

　　＊巡回図書……２台のブックトラックに満載した

　　　　　　　　　マンガからグラビアまでいろいろ

　　　　　　　　　な本を入院患者さんのベッドを回

　　　　　　　　　って無料貸し出しします。

　　＊病棟活動……車いす散歩、お話し相手、手浴、

　　　　　　　　　足浴など

“ベッドの暮らしの中に外の風が一瞬でもさわやかに

吹き抜けるといいな”と、願いながら…

病院ボランティア会　ランパス

　松田絵手紙の会として５名で活動させて頂いています。

　毎月第４金曜日、2時から３時30分まで４階デイルー

ムに、季節の花や果実を持ち寄り、患者さんだけでなく

お見舞いに来られた方にも気楽に描いてもらっています。

　初めての方でもちょっと手直しするだけで満足する仕

上がりになるようで喜んでもらっております。

松田絵手紙の会

　雨の日の活動はなんとなく憂鬱で、しかし患者

さんの顔を見るとそうは言っていられないのです。

元気よく「おはようございます」と、笑顔で挨拶

します。

　車椅子の輸送距離が長くなるほど会話が重要に

なってきます。患者さんに不安感を与えてはな

らないからです。最近では日常会話のように話す

事が出来ますが、最初の頃は大変な苦労をしたも

のです。患者さんに自信を持って運転している雰

囲気が伝わるようになるのに時間が掛かりました。

それも患者さんによって変化はあります。

　私が、リハビリ科への車椅子送りを1年くらい

続けた患者さんがいました。久しぶりの再会です。

家族が運転する車で来院し降りるのに苦労されて

いましたが自力で立ち上がり不自由な足を引きな

がら歩いている。思わず大きな声で「素晴らしい」の連発でした。

　患者さんも泣き笑いで「その節はありがとう。ようやくここまできました」脳溢血で倒れて以来、一

時は「もう治らないと思うと死んでしまいたい」と、愚痴をこぼされていた患者さんです。車椅子送り

の折は慰めと励ましの会話で終始したものです。他人様であるが身内のような感覚になるものです。

　活動が自分自身にとって、有意義な活動になるよう努力しよう!!

病院ボランティアの皆さんです。いつもありがとうございます。

ボランティア募集！　一緒に活動して頂ける方を募集しています。

詳しくは、足柄上病院の総務課（0465-83-0351）までご連絡ください。

受付介助ボランティア
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①　総合診療科

②　宜しくお願い致します。

①　循環器内科　部長

②　宜しくお願い致します。

＊虚血性心疾患

①　循環器内科　医長

②　地域医療に貢献できる

　　ように頑張ります。

＊不整脈

①　小児科　医長

②　地域の子ども達の健康

　　に貢献できるよう頑張

　　ります。

＊新生児医学・小児科一般

①　外科

②　宜しくお願い致します。

①　整形外科

②　宜しくお願い致します。

①　整形外科

②　宜しくお願い致します。

①　脳神経外科

②　全力投球でガンバリま

　　す。

①　泌尿器科

②　地域に密着した医療を

　　提供できるよう頑張り

　　ます。

①　総合診療科 レジデント

②　地域医療に少しでも貢

　　献できるよう頑張りま

　　す。

　　宜しくお願い致します。

足
柄上

病院のドクター紹介足
柄上

病院のドクター紹介
よろしくお願いします。よろしくお願いします。

～　新任の医師　～

～　新任の医師　～

①診療科　②一言メッセージ

＊専門分野・得意分野
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神奈川県立足柄上病院　外来診療表

 

 

 

神奈川県立足柄上病院　外来診療表

◇平成30年５月１日現在の外来診療体制です。

診療科 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

総合診療科 倉上 優一 髙橋 幸大 岩渕 敬介 羽尾 義輝 田中 聡

柳橋 崇史 藤田 裕次(1週) 日下 恵理子 安田 優 大石 梨津子

宮本 一行(2.4.5週) 宮本 一行

袴田 智伸(3週)

宮本 一行 岩渕 敬介 倉上 優一 加藤/吉江 吉江 浩一郎

森 良孝(糖尿病) 髙橋 幸大 宮本 一行

宮本 一行 宮本 一行 吉江 浩一郎

安田 優 佐藤(糖尿病・2週)

消化器内科 國司 洋佑 加藤 佳央 國司 洋佑 田中　聡 加藤 佳央

日下 恵理子 柳橋 崇史

羽尾 義輝 加藤 佳央 國司 洋佑 大石 梨津子 加藤 佳央

呼吸器内科 尾下 文浩 尾下 文浩 尾下 文浩

尾下 文浩 禁煙外来 尾下 文浩

神経内科 内藤 誠 内藤 誠 脳卒中外来

内藤 誠 内藤 誠 高橋 竜哉　※注4

循環器内科 仲地 達哉 岡島 裕一 近藤 寿哉 仲地 達哉 松下 広興

近藤 寿哉 松下 広興 仲地 達哉

岡島 裕一

近藤 寿哉 松下 広興 仲地 達哉

岡島 裕一

精神科 非常勤医師

小児科 青木 理加 佐藤 睦美 青木 理加 青木 理加 青木 理加

青木 理加 予防接種 予防接種 1ヶ月健診 成長発育外来(1.3週)

外科 堀口 一弘 米山 克也 米山 克也 鈴木 喜裕 堀口 一弘

交代 高橋 大志 高田 賢 菅原 海

松浦 仁

整形外科 名取 修平 篠原 健太郎 中村 祐之 瀧上 秀威 近藤 直也

境 貴史

瀧上 秀威 名取 修平 境 貴史 篠原 健太郎

中村 祐之 近藤 直也

境 貴史 篠原 健太郎 瀧上 秀威 中村 祐之

名取 修平 近藤 直也

リウマチ外来

形成外科 二宮 龍之介(2.4週)

脳神経外科 濱田 幸一 山中 祐路 濱田 幸一

稲垣 浩 稲垣 浩

脳血管内外科外来

(2週)
機能神経外科外来

(3週)

皮膚科 北川 太郎 北川 太郎 北川 太郎 北川 太郎 北川 太郎

泌尿器科 渡邉 岳志 渡邉 岳志 蓼沼 知之 渡邉 岳志 蓼沼 知之

二宮 早帆子 蓼沼 知之 二宮 早帆子

産婦人科 8:30～11:00 産科 平吹 知雄 平吹 知雄

婦人科 岩崎 克彦(2.4週) 岩崎 克彦 新井 正

眼科 田口 和之 田口 和之 田口 和之 田口 和之 田口 和之

［予約制］

耳鼻咽喉科 村上 知聡 濱田 昌史 濱野 巨秀

リハビリ科 安藤 徳彦

装具外来
（2･4週）

放射線科 非常勤医師（治療）

麻酔科

歯科口腔外科 大屋 貴志 大橋 伸英 中鍛治 里奈

女性専用外来 吉江 美穂子

助産師外来 助産師 助産師 助産師 助産師

母乳外来 母乳外来

※注1 神経内科の新患の診察は、火10:30以降、水10:00以降になります。(受付は11:00までになります)

※注2 精神科の受診は、再来予約の方及び直近１年間に精神科を受診したことのある方のみ受診できます。

※注3 心臓血管外科の受診は、予約制ではありません。

※注4 神経内科高橋医師の診察は毎月最終週が休診となります。

※注5 もの忘れ外来の新患の診察は紹介状をお持ちいただいた方のみ受診できます。

○ 臨時の休診や担当変更もあるため、あわせて休診掲示もご覧ください。

[予約制]

[予約制]

午前[予約制]

[予約制]

午後[予約制]

※(月･水)8:30～10:00

8:30～11:00

※(木)8:30～10:00

13：30～15:30

午後[予約制]

12:30～14:00

診

8:30～11:00

午後[予約制]
13:30～16:30
(脳血管内外科外来)
13:30～15:30
(機能神経外科外来)

8:30～11:00

8:30～11:00

午前[予約制]

午後[予約制]

ヘルニア外来
ストーマ外来

(1･3週)(月)13:00～15:00
 (心臓血管外科のみ)※注3

[新患]　8:30～11:00

午後[予約制]

8:30～11:00 ※注1

8:30～11:00

午後 [予約制]
心臓血管外科

休

午前[予約制]

午後[予約制]

14:00～15:00 ※注2

9:30～11:00

午前　[予約制]

午後　[予約制]

もの忘れ外来　※注5
14:00～16:00[予約制]

[新患] 午前

午前　[予約制]

午後　[予約制]

平成30年5月1日

受付時間

[新患]

8:30～11:00

午前[予約制]

午後[予約制]
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　県からの派遣で総務課に

まいりました。病院勤務は

初めてで、右も左も分から

ないド新米ですが、１日も

早く慣れて皆様のお役に立てるよう頑張ります。

よろしくお願い致します。

　４月から経営企画課で勤

務しています。慣れない毎

日ですが、アットホームな

病院の雰囲気や窓の外から

聞こえる野鳥のさえずりに日々癒されています。

少しでもお役に立てるように頑張ってまいります

ので、よろしくお願い致します。

　４月から４Ａ病棟の看護

科長になりました。

　初めての事で戸惑うこと

もありますが、患者さん、

ご家族の方に安心していただけるようスタッフと

共に頑張っていきたいと思います。

　よろしくお願い致します。

新 任 紹 介

総務課長

　川
かわ

　瀬
せ

　泰
やす

　代
よ

４Ａ病棟看護科長

　 櫻
さくら

　木
ぎ

　奈
な

緒
お

子
こ

横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横

経営企画課長

　大
おお

　塚
つか

　 恭
きょう

　子
こ

横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横

よろしく

お願い致します。

　２Ａ病棟は、救急病棟として地域のニーズに応え24時間救急患者受け入れに備えています。

　診療科は多岐にわたり、急性期から終末期まで、あらゆる病期の看護に携わっています。正確で迅速

な看護サービスの提供、患者さんが安心して入院生活が送れるよう、医療チーム間で協力し患者さん一

人ひとりに合わせた医療の提供を心がけています。

　またＨＣＵでは、内科系・外科系を問わず各科の専門的・集中的治療を必要としている重症患者さん

や手術後の患者さん、及び入院治療中に

重症化された患者さんを受け入れていま

す。高度医療機器を用い、多くの職種が

連携・協力して患者さんが順調に回復さ

れるよう努めています。

　看護師は、常に最新の知識取得・スキ

ルアップを行い、救命に対する使命感を

持ち、患者さんに寄り添う看護を大切に

しています。

病棟紹介①

 2A病棟・HCU

病床数：救急・一般42床、ＨＣＵ４床

診療科：救急全般（小児、産婦人科を除く）

　　　　脳神経外科・循環器内科

【２Ａスタッフ】

5



検
査
・
治
療

各
診
療
科
受
付
→　
　

　
　
　

→
診
察
→
検
査

計　

算

会
計
窓
口
・
自
動
精
算
機

これからの講座日程

「医学講座」要予約…………平成30年度　第１回医学講座　　共催：中井町

　　　　　　　　　　　　　「寝たきりにならない！生涯自分の足で歩く!!～『フレイル』について考えて

　　　　　　　　　　　　　　みませんか？～」

　　　　　　　　　　　　　日時：６月30日（土）14：00～16：00　場所：中井町農村環境改善センター

「糖尿病公開講座」…………第１回　５月23日（水）「糖尿病について」

　　　　（全５回）　　　　第２回　７月25日（水）「食事療法／運動療法」

　　　　　　　　　　　　　時間： 17：00～18：00　場所：足柄上病院２号館講義室

外科医による「医療講座」…第１回　６月７日（木）「乳がんと甲状腺がん」15：00～16：00

　　　　　　　（全５回）　場所：足柄上病院２号館講義室

「出前講座」…………………足柄上病院では、地域住民の方々が必要な医療情報を得られるよう、皆様の依

　　　　　　　　　　　　　頼に応じて職員を派遣します。

　　　　　　　　　　　　　地域・団体等の研修・勉強会などでご利用ください。

　　　　　　　　　　　　　　　＊お問い合わせ先：足柄上病院　経営企画課　0465－83－0351（代）
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再生紙を使用しています

募集…「かけはし」に掲載する広告を募集しています。詳しくは地域医療連携室まで。

　足柄上病院では、地域住民等を対象とした当院主催の「医学講座」を開催しています。

　また、未病に関する講演「未病講座」、地域・団体等が企画する研修・勉強会に講師を派遣する「出前講

座」、糖尿病専門スタッフが勢ぞろい！「糖尿病公開講座」、テーマに沿った料理を食しながら参加いただ

ける「ランチ講習会」も実施しています。

　病気を引き起こす原因を知ることで、日々の生活を見直し、改善する事が出来ます。

　「いつまでも元気でいるためには」「病気にならないためには」是非一度、ご参加ください。

足柄上病院の各種 「
 公 開 講 座 」

平成30年度　ランチ講習会日程表（有料（参加費として））

第１回　  ６月26日：「夏に負けない身体づくり」（500円／人）

第２回　 10月30日：「減塩食で血圧ばっちり」　（500円／人）

＊詳細はホームページおよび院内ポスターをご覧ください。

足柄上病院の受診の流れ
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電子カルテ導入後の受診の流れ（平成30年２月13日～）

受付票をご自身で
ファイルに入れ、
必ず各科受付にお
渡しください。
診察券はお会計時
まで不要ですので
おしまいください。

①各科受付から受付票が入った
　ファイルが返却されます。
②順番に呼ばれるまでご自身で
　ファイルを持ってお待ちくだ
　さい。
③診察に呼ばれたらお名前を名
　乗り、ファイルを医師へお渡
　しください。
④診察後、ファイルは計算窓口
　へお出しください。

NEW!
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