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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 

  院長就任のご挨拶 

 2016 年 8 月より富士病院院長に就任いたしました。平成 14 年

より当院に勤務して、すでに 14 年になります。その前は、国立

熱海病院に外科医として 10 年勤務、その時から乳癌を専門には

じめて、御殿場に来てから乳がん検診にてマンモグラフィによ

る検診が始まり、早期乳癌の発見に力を入れてきました。 

 現在、富士病院では機器も充実して、マンモグラフィ・トモ

シンセシス、マンモトーム、CT、乳腺 MRI と、より高度なもの

へとなっています。 

 今後もより乳癌の早期発見へ向けていきたいと思っています。

また、乳癌患者さんに対して医師、看護師だけではなく薬剤師、

栄養士、理学療法士、ソーシャルワーカーなども加わったチーム医療を目指しています。 

 富士病院は、創立 60 年を越える病院となりました。二年前、病院を一新して職員一同心も

新たに働いてまいりました。大きく時代が変わりはじめ、医学の進歩は分進秒歩となり、診断、

治療等は目覚ましいものがあります。最新の医療に遅れることなく、御殿場市の急性期の基幹

病院としての役目を果たし、病院の基本理念「人にやさしく信頼される病院」を忘れることな

く、良質な医療を提供します。また、院内では、個々の患者さまに対する医療をチームとして

行う病院づくり、対外的には地域の医療施設との連携に力を入れていきます。 

 現在の保険診療は、二年ごとに行われる診療報酬の改定などにより、一変してしまうほど厳

しくなっております。とくに、急性期の入退院は病院の存在にかかわる問題となっています。

また、新医師研修制度による医師不足、7対 1入院基本料の看護体制を維持するための看護師

確保問題などあり、マンパワーの充実も不可欠です。 

 大変厳しい時代ではありますが、皆様のご指導、ご鞭撻を賜り今後も医療活動を通して地域

社会に貢献できるよう、職員一同より一層努力して参ります。よろしくお願いいたします。 

院長 園田紀夫 



「富士病院だより」 第 6号 2016年 8月発行  

  皮膚科の紹介 

  2016 年 6 月より常勤医になり、月・水・木・

金曜日に外来を拡大しました。 

 月・木・金曜日の午後 2時から手術を行い、

水曜日の午後 2時から病棟の褥瘡、その他皮

膚疾患の患者さまの回診を行っております。

月曜日にはパッチテストを、水曜日には光線

過敏症の検査も可能です。 

  巻き爪と陥入爪 

 巻き爪は、爪が過度に曲がった状態のこと

をいいます。治療には弾性ワイヤー法とまき

爪クリップがあります。弾性ワイヤー法は、

爪に穴をあけて形状記憶合金のワイヤーを入

れて医療用アロンアルファで固定し、爪をま

っすぐの形に矯正していきます。爪の状態に

もよりますが、受診当日に処置をすることも

可能です。まき爪クリップによる矯正の指導

も行っております。 

 陥入爪（かんにゅうそう）の治療には、ガ

ター法とフェノール法（手術）を行っており

ます。ガター法では、爪と爪郭の間にチュー

ブを入れて医療用アロンアルファで固定しま

す。どうしても難治な陥入爪には、局所麻酔

下で、食い込んでいる爪の幅 2～3mm ぐらいを

先端から爪の付け根まで切除するフェノール

法による手術を行っています。 

  男性型脱毛症 

 従来の治療では、2型5α還元酵素を阻害し、

脱毛の原因となる DHT（ジヒドロテストステロ

ン）ができるのを防ぐプロペシア錠が使われ

てきましたが、2016 年 6 月より 1型及び 2型

5α還元酵素を阻害する治療薬ザガーロカプ

セルの処方が可能になりました。これにより、

男性型脱毛症のさらなる改善が期待できるよ

うになりました。ザガーロカプセルの処方は、

保険適用外のため自費となります。 

 

 

 

 

 

 月 火 水 木 金 土 

午前・午後 ○  ○ ○ ○  

  多汗症 

 手掌多汗症と腋下多汗症の治療は、2015 年

に日本皮膚科学会より治療ガイドラインが出

されました。当科では、20%塩化アルミニウム

液、30%塩化アルミニウム軟膏の処方および、

重症の腋下多汗症に対する保険診療によるボ

トックス注射が可能です。当科に受診される

患者さまは、腋下多汗症の方が多い傾向があ

ります。手掌多汗症に対するイオントフォレ

ーシスによる治療は現在行っておりません

が、必要があれば機械の購入を検討したいと

考えています。 

  円形脱毛症 

 2010 年に出された日本皮膚科学会治療ガイ

ドラインに従って治療を行っております。第 

一選択肢としてステロイド外用、併用療法と

してフロジン液外用、セファランチン内服、

グリチロン内服、冷却療法を行っております。

難治例には、ステロイド局注を行っておりま

す。2016 年 7 月より、SADBE による局所免疫

療法を始めました。SADBE 療法の有効率は約

90％で、他の治療で効果のない広範囲脱毛の

難治例に対しても約 50％に十分な効果を認め

る治療法です。ガイドラインにおいてもステ

ロイド局注と局所免疫療法が、最も推奨度の

高い Bとされております。 

皮膚科部長 早川雄次 
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  帯状疱疹ワクチン 

 2016 年 3 月より、乾燥弱毒生水痘ワクチン

の効能が、50 歳以上の者に対する帯状疱疹の

予防で追加承認され、帯状疱疹の予防の目的

で接種することが可能になりました。アメリ

カでは、帯状疱疹ワクチンは 2006 年から使用

されおり、1回のワクチン注射により、帯状疱

疹になる危険性は 51％減、帯状疱疹後の神経

痛になる危険性は 67％減らします。帯状疱疹

ワクチンの接種は、保険適用外のため自費と

なります。 

  褥瘡、皮膚潰瘍 

 褥瘡および皮膚潰瘍の治療は、DESIGN-R に

よる創の評価、wound bed preparation（創面

環境調整）、moist wound healing（湿潤環境

下療法）によるスタンダードな創傷治癒を目

指した治療を行ってきましたが、2015 年より

従来の moist wound healing よりも良好な成

績が報告されている陰圧閉鎖療法を行う機械

RENASIS を 1 台導入しました。主に入院患者さ

まの皮膚潰瘍の治療に用いております。 

  パッチテスト 

 かぶれ（アレルギー性接触皮膚炎）の診断

にもっとも有用な検査法です。かぶれの原因

として疑われるもの（化粧品、植物など）を

持参いただいて検査することもできますが、 

それ以外にも当院に用意してある試薬を用い

て検査することが可能です。金属は、コバル

ト、ニッケル、クロムなど計 16 種類の試薬が

あります。植物は、さくら草、キク科植物、

ウルシの 3種類の試薬があります。日本皮膚

アレルギー・接触皮膚炎学会が選定した日本

人で陽性率が高い原因物質25種類のジャパニ

ーズスタンダードアレルゲンについても検査

が可能です。 

  光線過敏症（光線照射テス卜） 

 UVB（紫外線 B）と UVA（紫外線 A）に対する

最少紅斑量の測定を行い、光線過敏症の確認

と、原因となっている光の波長を検査します。

検査には 1時間ほどかかりますので、予約の

上、水曜日の午後 2時より検査して、木・金

曜日に結果を判定します。 

  富士病院職員健康増進事業がはじまりました！  

職員のリフレッシュや職員間の連携を図ることを目的とする事業です。（現在 6サークル活動中）

その中から次のサークルをご紹介します。 

ランニングクラブ「                」 

 今年 4月に、富士病院に在籍する、看護師・看護助手・臨床検査技師・栄養士等のランニング愛好

家を集めて結成しました。活動内容は、週に 1～2 回のナイトラン（5～6km を 40 分くらいのペースで

走る）や、季節を感じる紅葉ラン・お花見ラン・ホタル観賞ラン、月に 1回の山中湖一周ランなどを

開催しています。 

チームのモットーは、「                   」です。 

 個人によってはフルマラソンやハーフマラソン、10km 等、さまざまな

大会に参加して練習の成果を発揮したり、ランナーと交流しています。メ

ンバーの中には、最初は「走れないです。」と話していても実際は、みん

なで会話をしながら走っていると 5km 完走していたりと、自分でも新たな

発見ができたりします。 

私には走れないと決めつけず、まずは一緒に 5km 走ってみましょう。 

一人ではなかなか踏み出せなくても、私たちと一歩を踏み出しましょう!! 

                  中央処置室 看護師 赤平法三 
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  公開講座のお知らせ 

●「ストーマスキンケア」のご案内（医療関係者向け） 

ストーマ保有者、その家族の立場を理解してストーマケアをすることが大切ですね。 

ストーマケアの問題は、ストーマ保有者によって多種多様。 

ストーマ・ストーマ周囲皮膚の観察ポイントに気づき、装具の使い方を身につけ、日頃のケアに役立てませんか？ 

 開催日時：平成 28 年 8 月 27 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：大石芙美（皮膚・排泄ケア認定看護師） 

  参加費：無料 
 

  乳がん検診のご案内 

御殿場市の乳がん検診を実施しています。 

完全予約制です。下記までお電話ください。 

0550-83-6843（健診センター） 

●マンモグラフィ併用 
 期間：平成 28 年 4 月～平成 29 年 3 月（誕生月） 

 対象：御殿場市居住の 40 歳以上の学年齢偶数の女性 

 費用：1,600 円（※無料の場合があります） 

 ※乳房 X線撮影と視触診は別の日に行います。 

●視触診のみ 
 期間：平成 28 年 9 月 2日(金)～10 月 31 日(月) 

 対象：御殿場市居住の 30 歳以上の学年齢奇数の女性 

 費用：600 円（※無料の場合があります） 

  編集後記 

 多くのドラマが繰り広げられたオリンピック。4年
間の努力が結果となってメダルを手にした選

手、残念ながら一戦で敗退した選手、様々な感

動をありがとうございました。4年後の東京オリン
ピックに思いを寄せ、自分たちも職場の 4年後、
メダルを手にできているでしょうか。 
             地域連携室長 佐野洋子 
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 〒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 


