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上空から望む富士山（撮影：園田院長） 

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 

  平成 29年度の法人事業計画“実行力！” 

 昨年度は経理的には散々の年で、62年間の富士病院の歴史の中で、最大の赤字の

年でした。急性期病院という不採算事業に取り組んでいるわけで、ちょっとした予

測が外部要因で変わり、いくつかできるであろう素早い対応が出来なかったことが

赤字の原因です。 

 振り返ると、当法人は、『医療、保健、福祉、教育その他、より良い社会の形成

に関する事業を総合的一体的に行い、地域社会の福祉の増進及び地域住民の生活向

上に寄与する』ことを目的に平成 26年 4月 1日に公益社団法人として認定を受け、

より公益性の高い法人として事業を展開してきました。地域医療の継続のために富

士小山病院、東部病院を相次いで継承、訪問看護ステーションごてんば、グループ

ホームごてんばを開設し、更に本年度からは、共立産婦人科医院の運営を開始しま

した。これからも、健全財政を取戻し、これらの事業が一体となってなお一層の地域貢献を果たして

参ります。 

 新たに仲間入りした共立産婦人科は、地域唯一のお産のできる産婦人科医療を担い、3病院同様にス

タッフ体制を充実させ、機器も整備し、質の高い産科にします。この 4 月から県立足柄上病院を退職

した常勤産婦人科専門医を迎え、聖マリアンナ医科大学から強力な派遣を頂き、新生“共立産婦人科”

を宜しくお願い致します。 

 また、今後 2025 年には、3 人に 1 人が 65 歳以上、5 人に 1 人が 75 歳以上となり、医療と介護の一

体化が進む中で、地域包括ケアシステムを見据えて行政との協力体制を推し進める必要があります。

その中心として今期、東部病院に地域包括ケア病室を計画し、病院の機能分担を早急に推し進めなけ

れば住民の要望に応えられません。 

 東部病院と富士小山病院が救急に加え、療養、在宅に向けての患者様を収容することで、富士病院

の満床で長期化してしまっている約 2 割のベッドが空き、急患を断らないで対応することが可能にな

り、地域の救急医療体制が整備されます。この循環を作らない限り、法人全体の健全運営は得られま

せん。職員は無論のこと、患者様、医療機関のご理解も宜しくお願い致します。 

 今、富士病院では職員全体で作る緊急赤字改善計画は 78項目に及び、医療安全を確保しつつ、計画

の実行に動き出しています。 

 さらにこの苦境の中で、あふれる医療情報と保険制度の改定（DPC）に対応するために電子カルテ化

に取り込みます。7 月病棟とオーダーリングをスタートさせ、10 月には外来の運用が始まります。患

者様には導入当初、大変なご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解頂き、半年後には改善できたと評価

されるよう準備中です。そして経営面でも来年 3 月には黒字に転換できたことをイメージして邁進す

るのみです。 

法人事務局長 

鈴木 克行 
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  ２Ｅ病棟の紹介 

 2E病棟は、救急搬送された患者さまや、検査・

治療を要する内科(一般内科・血液内科・糖尿病

内科・腎臓内科)、消化器内科の内視鏡的治療を

行う疾患、泌尿器科・皮膚科、外科・整形外科

等の手術を必要とする患者さまが入院されます。 

 当院で行う手術の 8 割の疾患を担当し、手術

患者さまは平均在院日数 9.5 日で、術後は早期

に回復し退院できることを目指しています。 

 病棟スタッフの構成は、看護師 32名、看護補

助者 8名、総勢 40名です。患者さまの在宅復

帰に向けて、ご本人・ご家族にセルフケア指

導や日常生活の指導を実践しています。 

 また、当病棟には、人工肛門・人工膀胱等

の専門的な知識や技術を有する日本ストーマ

排泄リハビリテーション学会に所属する「ス

トーマ認定士」（県内で 15 名中の 2 名）が在

籍し、チーム全体でストーマケアの向上に努

めています。「ス

トーマ認定士」

は、病棟だけで

なく、ストーマ外来でも活躍しています。 

 2E病棟の特徴をスタッフに聴いてみました。 

 みんな明るくて、笑顔あふれる病棟 

 お互いに声を掛け合い、助け合いながら仕事ができる。 

 仲がよくて、意見が言いやすい。 

 看護に熱心で、たくさんの疾患の看護ができる。 

 仕事とプライベートのどちらも大切 

にできる。 

 誕生日休暇があって楽しみ。 

 少しでも早く帰れる｢カエル DAY」 

があって楽しみ。 

 忙しくても、スタッフみんなで助け合 

いながら笑顔で、楽しく頑張っています。 

このような 2E病棟ですが、どうぞよろしく 

お願いいたします。 

     2E病棟一同 
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  新任医師の紹介 
 
 
 
       [診療科]循環器内科(常勤) 
       [出身校]北里大学 
       [出身地]山梨県富士吉田市 
       [趣味]腕時計、ドライブ、旅行 
       [抱負]以前から、当直業務でお世話に 
       なっておりましたが、これからは富士 
       病院の常勤として勤務させていただき
ます。これまでメインは心不全でやってまいりました
が、虚血性心疾患、肺循環、画像診断なども担当して
きました。家族と一緒に御殿場に引っ越してきました
ので、地元のことをいろいろ教えていただけますと幸
いです。よろしくお願いいたします。 

 

 
       [診療科]小児科(常勤) 
       [出身校]愛知医科大学 
       [出身地]沼津市 
       [趣味]旅行 
       [抱負]4月から入職しました、名古希実 
       と申します。愛知で 12年生活し、実家 
       のある静岡に戻ってきました。今は、
雄大な富士山を見ながら毎日通勤出来ることをとても
幸せに感じています。入職前の面接時に、海あり山あ
り自然に恵まれた場所なので、「是非趣味を見つけてく
ださい」と言われたことが印象的でした。24時間昼夜
を問わず PHSが鳴るような生活をしていたので、旅行
に加え小さな楽しみを見つけ、心の潤いを取り戻した
いと思います。最後の 7ヶ月は総合診療科で勉強をし
ていたため、久しぶりの小児科です。1 から勉強をしな
おすつもりで、日々精進します。ご指導ご鞭撻の程、
どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

       [診療科]内科(毎週月) 
       [出身校]藤田保健衛生大学 
       [出身地]岐阜県岐阜市 
       [趣味]旅行、食べ歩き、サイクリング 
       [抱負] 4月から、毎週月曜日の午前と 
       午後に内科外来を担当させて頂いてお 
       ります。2007 年に藤田保健衛生大学医
学部を卒業し、初期臨床研修の後、藤田保健衛生大学
病院脳神経内科に 5年間勤務しておりました。その後、
麻酔科に転科して愛知県内の総合病院に 3年間勤務し、
現在は神奈川県内の大学病院に勤務しております。 
今回、ご縁があって富士病院に非常勤で勤務させて頂
くことになりました。微力ながら、地域の医療に貢献
できるよう頑張りたいと思いますので何卒宜しくお願
い申し上げます。 

 

 
 
 
       [診療科]小児科(常勤) 
       [出身校]札幌医科大学 
       [出身地]静岡市 
       [趣味]釣り、ダイビング 
       [抱負]今年の 4月から富士病院に着任 
       いたしました。静岡県には 10 年ぶりに 
       戻ってきたので、周りの変化に少しお
どろいています。地域の小児医療に貢献できるように
精進して参りますので、力不足なところもあるかと思
いますが、よろしくお願い致します。 

 

 
       [診療科]整形外科(毎週水午前) 
       [出身校]徳島大学 
       [出身地]神奈川県横浜市 
       [趣味]テニス、卓球 
       [抱負]初めまして。3月まで横浜医療 
       センターに 5 年ほど勤務しておりまし 
       たが、4月からの足柄上病院への異動に
伴い、こちらの病院に毎週水曜午前の外来診療に来る
ことになりました。整形外科の中の「手の外科」を専
門としております。通勤は遠くて大変ですが、富士山
の美しさに癒されております。こちらのシステムに慣
れていない事で色々ご迷惑をおかけするかと思います
が、御殿場の地域医療に貢献していきたいと思います
ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 
       [診療科]整形外科(毎週月午前) 
       [出身校]日本医科大学 
       [出身地]神奈川県 
       [趣味]スポーツ観戦、ドライブ、釣り 
       [抱負]この度、4 月より整形外科の非常 
       勤医として働かせて頂く近藤直也と申 
       します。日本医科大学卒業後は、横浜
南共済病院での初期研修を経て、横浜市立大学整形外
科に入局致しました。入局 2 年目とまだまだ未熟者で
はありますが、精一杯頑張らせて頂きたいと思います。
御指導。御鞭撻の程宜しくお願い致します。 

 

 
       [診療科]婦人科(毎週金午前) 
       [出身校]川崎医科大学 
       [出身地]神奈川県厚木市 
       [趣味]旅行 
       [抱負]平成 3 年に川崎医科大学を卒業 
       し、その後、岡山県、広島県、北海道、 
       神奈川県の病院等に勤務していまし
た。今回、平成 29 年 4月から富士病院婦人科の外来勤
務となりました。宜しくお願いします。 

 

瀧上 秀威（たきがみ ひでたけ） 

奥田 達郎（おくだ たつろう） 

近藤 直也（こんどう なおや） 

吉田 孝（よしだ たかし） 

佐藤 孝典（さとう たかのり） 

名古 希実（なご のぞみ） 

河村 直樹（かわむら なおき） 
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  糖尿病教室のご案内（一般向け） 

当院の専門スタッフによる『糖尿病教室』を開講します。 

糖尿病の『基礎』『検査』『食事』『運動』『日常生活』について、わかりやすく解説します。 

糖尿病をもっと知りたい方、疑問や不安をお持ちの方、最近血糖値が気になる方、 

どなたでもお気軽にご参加ください。 

  日時：毎月第 2火曜日 午後 3時～4時ごろまで 

     6月 13日(火)、7月 11日(火)、8月 8日(火)、9月 12日(火) 

  場所：当院 5階会議室（申し込みは不要です。当日、直接お越しください。） 

  内容：糖尿病の基礎（全日同じ内容です。）  講師：各専門スタッフ 

 参加費：無料         ※詳細は、内科外来看護師までお気軽にお尋ねください。 
 

電子カルテのお知らせとお願い 

 当院では、さらなる医療サービスの向上と、より安全

な医療の提供を目指し、平成 29年 7月 1日より、電子カ

ルテの一部を導入いたします。 

 導入にあたり、職員全員で十分な操作研修やリハーサ

ルなどを行っておりますが、導入当初は、職員が不慣れ

な点や想定外のトラブルによって、診察時間・待ち時間

が長くなることが予想されます。 

 受診手順が一部変わるなど、何かとご迷惑をおかけい

たしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 患者さまへの医療サービスの向上のため、今後とも努

力してまいりますので、ご理解を賜りますよう、重ねて

お願い申し上げます。 

   編集後記 

 新入職員を迎え新年度が始まりました。

先輩職員として自分の原点を振り返り、気

持ちを引き締め新たなスタートをしたいも

のです。 

 地域連携室も皆さまのご依頼にできる限

り対応できるよう努力してまいります。 

今後ともよろしくお願い申し上げます。 

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 


