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当院 5F から望む富士山（撮影：外科医長 伊藤紗綾香）

基本方針 

 徹底した病診連携体制により地域の急性期医療
を担います 

 医療のプロフェッショナルとして皆様の権利を
守り質の高い医療を提供します 

 皆様の要望にやさしい言葉で対応します 

 医療を志した者が修得した技術をフルに活用で
きる病院を目指します 

 私たちは協調の心を常に心がけます 

  看護部長就任のご挨拶 

 4 月 1 日より看護部長に就任いたしました。地域の皆様に支えられながら築かれてきた病院

の伝統と諸先輩方の思いを継承し、生まれ育った御殿場で地域医療・看護の質の向上に取り組

みたいと思います。看護部は、全職員約 400 名のうちの 209 名と半数以上を占める最大組織で

す。看護部の「質」の良し悪しが富士病院の「質」に影響するということに重責を感じます。 

 今年 2月から病棟部門では、患者様の状態に応じ、より専門的な医療と看護を提供すること

をめざした「病床機能分化」を導入しました。3Ｄ病棟（超急性期）、2Ｅ病棟（急性期）、3Ｅ

病棟（慢性期）に区分しております。看護部長としての重要課題は、看護体制や基準の見直し

を行い「病床機能分化」の安定した運営です。より良い医療や看護の提供には継続した教育が

不可欠です。看護部教育目標に、急性期医療に対応できる自立した看護専門職の人財育成を掲

げ、看護師一人ひとりが知識・技術の研鑽に努めると共に倫理的感性を高め、患者様の尊厳を

守り、患者様やご家族様に安心される看護が提供できるように看護職員教育の充実に努めてま

いります。また、「患者様の声」の接遇について改善に向けて、院内全体で医療職者として清

潔感のある身だしなみの徹底と、優しい笑顔と言葉で心を込めて応対できるよう接遇教育にも

取り組みたいと思います。 

 社会情勢の変化や超高齢社会の到来により、急性期医療の現場で

は医療ニーズが高まり、さらに背景が多様化した患者様の増加を認

めています。私たちは、どんな時も患者様やご家族様の思いに寄り

添いながら、「いのち」と「くらし」を支援していきます。一人でも

多くの皆様に「富士病院に来てよかった。」「また富士病院で診ても

らいたい」と感じて頂ける看護部の組織づくりに努めていきたいと

思います。   

 これからも皆様のご支援とご鞭撻をよろしくお願い致します。 

                   看護部長 鈴木 由美子 
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  新任医師の紹介 
 

 

 

       [診療科]糖尿病内科、内科（常勤） 

       [出身校]岩手医科大学 

       [趣味]水泳、ランニング 

       [抱負]4 月から糖尿病内科に勤務する 

       ことになりました、小松と申します。 

       湘南鎌倉総合病院での初期・後期研修

後、地元の市立函館病院や函館医師会病院などでは総

合内科に勤務しておりました。この度、糖尿病内科部

長の佐藤賢先生とのご縁があり、富士病院に勤務する

ことになりました。なれない土地で戸惑うこともある

とは思いますが、地域医療に貢献できればと考えてお

ります。どうかよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

       [診療科]整形外科（常勤） 

       [出身校]東海大学 

       [出身地]愛知県名古屋市 

       [趣味]サッカー、釣り 

       [抱負]本年 4月より整形外科に勤務さ 

       せて頂きました、棚橋と申します。平

成 24 年に東海大学を卒業し、名古屋市立大学病院で 2

年間の初期研修を行いました。その後、名古屋市内の

病院で整形外科研修を 2年間行っております。10 年程

前に御殿場にて農業土木の仕事に従事しており、この

土地に懐かしさを感じています。整形外科の分野を中

心に地域の医療に貢献出来るよう、日々頑張っていき

ますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

       [診療科]外科[非常勤]毎週火・水・金 

       [出身校]福井大学 

       [出身地]長野県伊那市 

       [趣味]静岡を開拓すること 

       [抱負]4 月から週 3日の短時間、非常勤 

       でお世話になっております。ママ新人、

静岡新人です。外科医としてもまだまだ半人前でご迷

惑をおかけすることばかりかと思いますが、どうぞご

指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

[診療科]小児科 [非常勤]毎週水午後 

 

 

 

 

[診療科]放射線科  [非常勤]毎週月 

 

 

 

       [診療科]内科（膠原病） 

       [非常勤]毎週土午前 

       [出身校]杏林大学 

       [趣味]読書、旅行、温泉、ピアノ 

       [抱負]4 月から非常勤で勤務するこ 

       とになりました、丹治と申します。

今まで東京と千葉で勤務していたため、小さな富士

山を遠くから眺めることはありましたが、こちらに

来て富士山の大きさにビックリしました。今後の抱

負は富士山に登ることです。色々と不慣れで何かと

ご迷惑をおかけすると思いますが、どうぞよろしく

お願い致します。 

 

 

 

 

       [診療科]整形外科 

       [非常勤]毎週月午前 

       [出身校]富山大学 

       [出身地]東京都 

       [趣味]スキー、ウインドサーフィン、

          山登り 

[抱負]週 1回、外傷や運動器疾患の治療を通じて地

域に貢献していきたいと思います。 

 

 

 

 

       [診療科]泌尿器科 

       [非常勤]毎週水午後 

       [出身校]昭和大学 [出身地]東京都 

       [趣味]カラオケ、ダイビング 

       [抱負]4 月より非常勤ですが、富士病

       院で勤めさせて頂いています。病院

の窓から富士山が大きく見え感動しています。泌尿

器科医として患者さんをひとりひとり丁寧に診察し

ていきたいと思っています。不慣れであり、ご迷惑

をおかけすると思いますが、よろしくお願いします。

 

 

 

 

       [診療科]消化器内科 

       [非常勤]毎週木午前 

       [出身校]聖マリアンナ医科大学 

       [出身地]神奈川県 [趣味]映画鑑賞 

       [挨拶]4 月から木曜日午前の消化器 

       内科外来を担当させて頂くことにな

りました、天野と申します。医者 3年目であり、様々

な先生方にご迷惑をおかけしてしまうと思います

が、何卒よろしくお願い致します。 
齊藤 英正（さいとう ひでまさ） 

加藤 政彦（かとう まさひこ） 

佐野 史穂（さの しほ） 

丹治 佳菜（たんじ かな） 

天野 希（あまの のぞみ） 

棚橋 一雄（たなはし かずお） 

半田 亞希（はんだ あき） 

広田 哲史（ひろた てつし） 

小松 康之（こまつ やすゆき） 
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  薬局のご紹介 

 

 当院 1階の総合受付・会計の窓口に向かって左側、あまり目立たない一画に、私達の「薬局」があ

ります。小さな窓口もありますが、外来受診される患者の皆様は院外処方せんをお持ちになって、病

院外の調剤薬局でお薬を受け取られますので、私達が直接お目にかかる機会はさほど多くないと思い

ます。 

 

 薬局では薬局長以下、薬剤師５名と薬

剤助手１名、事務職員２名の計９名で

日々の仕事をしています。大まかには、

次の３つが主な仕事になります。 

  調剤・服薬説明 

 主に入院患者の皆様へ、入院治療に必

要なお薬をご用意（調剤）しています。

調剤薬局でも扱われている飲み薬（内服

薬）や塗り・貼り薬など（外用薬）の他

に、注射薬や予防接種のワクチンなども

扱っています。 

 調剤では、薬の飲み合わせ（相互作用）や重複する処方内容にも注意を払い、処方医に適宜確認し

ながら、適切な治療が行われるよう努めています。 

 お薬の中には、食前や起床時に飲むなど、飲み方に注意が必要なものや、納豆など一部の食品を食

べてはいけないものなどもあります。処方されたお薬がどのような治療目的で使われるのか、飲み方

に気をつけることは何か、起こり得る副作用はどういうものかなど、薬剤師が患者やご家族の皆様に

説明させていただくことも、薬局の重要な仕事となっています。 

  在庫管理 

 治療上必要なものとして当院で採用しているお薬については、必要な時に必要な数量がすみやかに

使用できるよう、また過不足とならないように使用期限にも注意しながら、薬剤助手や事務職員を中

心に適切な在庫管理を行っています。 

  情報の取り扱い 

 お薬は、新しい使い方（効能・効果、用法・用量）が認められたり、名前が変わったり、新たな副

作用が判明したり、時には不良品の発生で回収されたりします。国や製薬会社、学会などから発信さ

れる様々な情報を集め、内容を吟味し、患者の皆様を含む関係者にお伝えすることも大切な仕事です。 

 

 多くの皆様に「お薬手帳」をお持ちいただき感謝して

います。「お薬手帳」を見せていただくことによって、他

院での処方内容が容易に確認できるので、お薬の相互作

用や副作用に注意でき、重複処方を防ぐことができます。 

近々、手術などを予定されていて事前に中止していただ

くお薬がある場合には、それをすぐに特定できます。入

院治療となった場合は、「お薬手帳」を参照して持参薬の

内容を確認することで、適切な治療をすみやかに開始す

ることができます。小さな手帳ですが、お薬に関して膨

大な情報が詰まっており、とても頼りになるものです。 

 より多くの皆様に「お薬手帳」をお持ちいただければ

幸いです。お薬に関する様々な疑問やご質問などがあり

ましたら、どうぞご遠慮なく、私達の「薬局」の窓口に

お越しください。 

     薬局長 黒澤 淳 

●どこにありますか？ 

●どんなことをしていますか？ 

●患者の皆様にメッセージは？ 
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  公開講座のお知らせ 

●「バイタルサインが示すコト」のご案内（医療関係者向け） 
医療関係者向けの公開講座「バイタルサインが示すコト」を開催いたします。 

詳細は後日、関係施設などへご案内いたします。 

 開催日時：平成 28 年 6 月 18 日（土）13：00～15：00 

   場所：富士病院 5F 会議室 

   対象：看護師、コメディカル 

   講師：林尚三（集中ケア認定看護師） 

  参加費：無料 
 

●「御殿場・小山地域新人看護師対象 

     合同研修会」（医療関係者向け） 
 新人看護師の資質や実践能力 

向上をめざし、地域の医療施設 

と連携し、新人看護師教育の 

充実に努めています。 

≪心電図・12 誘導について≫ 

 開催日時： 

   6 月 24 日（金） 

   13：30～17：30 

≪6 ヵ月フォローアップ研修≫ 

「看護師としての自己の振り返りと今後の課題」 

 開催日：10 月土曜日 

 

  編集後記 

「四月は新しい環境で」 四月、当院でも 33名の
新職員を迎え入職式が行われました。社会人の

第一歩を踏み出す人、新たな部署で働く人、

様々です。しかし、同時に、変化のない人も

各々の新人の頃を思い出し、原点に立ち返る機

会にもなると思います。    編集長 佐野洋子

「富士病院だより」 

 第 5号 2016 年 5 月発行 
発行人：若林庸道（院長） 

編集長：佐野洋子（地域連携室長）

 

 

 〒412-0043 静岡県御殿場市新橋 1784 

 TEL：0550-83-3333㈹ FAX：0550-83-4835 

 http://www.yuurinkouseikai.or.jp/ 

  外来受付  

(午前)11：30 まで (午後)16：30 まで 

  休診日  

  土曜午後、日曜日、祝日 

  年末年始(12 月 30 日～1月 3日) 

  診療科目  

 内科／循環器内科／腎臓内科／消化器内科 

 糖尿病内科／透析内科／呼吸器内科 

 脳神経内科／脳神経外科／心臓血管外科 

 外科／乳腺外科／大腸・肛門外科／泌尿器科

 小児科／整形外科／リハビリテーション科 

 眼科／皮膚科／婦人科／放射線科 

 麻酔科／ペインクリニック内科 

 健診・人間ドック 

 交通案内  

 JR 御殿場駅 箱根乙女口 より徒歩約４分 

 東名高速「御殿場インター」より車で約３分 
 

公益社団法人 

有 隣 厚 生 会 富 士病院 


