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当院 5F から望む富士山（撮影：佐野室長） 

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 

   電子カルテ導入について 

 当院は、医療の質と安全を確保し、患者さまサービスの向上を目指して、2016

年 10月に電子カルテ導入を決定しました。そして、2017年 7月から入院部門に導

入、外来部門については一部のみ導入し、10 月より全面稼働することになりまし

た。 

 電子カルテとは、従来、紙で記載・保存していた「カルテ(診療記録)」を電子化

し、コンピュータによって集中管理するものです。電子化の大きなメリットとして

情報の共有化が挙げられます。診療情報を各部門で共有することにより、カルテの

回覧をせずに、各部門で患者さまの情報をリアルタイムに確認することができます。 

 集中管理することにより、一度入力した情報は、連携する部門システムで共通し

て使え、同じ情報を繰り返して入力する必要がなく、入力の手間やミスを減らせま

す。さらに、一元管理された検査データや投薬内容を各部門から参照することにより、紙のカルテに

比べ業務が格段にスムーズに行えます。集中管理しない場合は、患者さまのお名前や医師の指示内容

を各システムに再度入力しなければならず、手間がかかりミスが起こりやすいです。 

 また、医療安全の部分では、患者さまの投薬内容が一目で確認できるため、複数診療科による重複

投与が発見しやすくなる、医師から各部門への投薬や検査などのオーダも電子化されるので、紙の伝

票で起こりがちな転記ミスなどが無くなる、点滴などの薬品を扱う場合、患者さまが身につける ID入

りリストバンドと薬品、電子カルテをバーコードで確認する 3 点チェックで薬品の取り違えなどを予

防することができる等があります。 

 電子カルテにはデメリットもあります。システムダウンによる診療への支障、カルテの入力に時間

がかかる等です。システムダウンの対策として、停電時の自家発電による電力の供給や、システムの

二重化によりマシントラブルにも対応しています。電子カルテの入力については、少しでもスムーズ

に操作できるよう日々練習しております。 

 導入に当たり、職員全員で操作研修やリハーサルなどを行ってきました。しかしながら、導入当初

は、職員が不慣れであり想定外のトラブルによって、診察時間・待ち時間が長くなっているのが現状

です。また、一部受診手順が変わるなど、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。 

医事課長 鈴木 和実 

医事課長 

鈴木 和実 
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  「欧州心臓病学会 2017」への参加報告 

 今回、平成 29年 8 月下旬にスペイン・バルセロナで開催された、「欧

州心臓病学会 2017」にポスター発表で参加させていただきました。 

表 題 は 、「 Serum C-reactive Protein and Urine Albumin Level 

Associated with Silent Myocardial Ischemia in Patients with 

Diabetes Mellitus」で、胸部症状のない無症状な糖尿病患者における

高度冠動脈病変の予測因子を研究したものです。 

 本研究は、

当院糖尿病内科の全面的な協力を得

て、昭和大学江東豊洲病院の若林公平

医師が平成 23 年に開始しました。多

数の糖尿病内科・循環器内科医師と関

係各部署の長年に渡るサポートの結

果、平成 29 年までに 400 名を超える

当院へ通院中の糖尿病患者さまに研

究参加をいただくことができました。 

 一般的に、糖尿病患者さまは糖尿病でない方

と比べて、心筋梗塞などの動脈硬化性疾患の発

症が多いことが知られております。しかし、糖

尿病患者さまの問題点として、糖尿病性神経障

害の影響と考えられますが、致死的な状況に至

るまで高度な動脈硬化性病変の存在に気付かな

いことが多々見受けられます。 

 

 

 本研究では、糖尿病患者さまの心臓における動

脈硬化性病変を、簡便な尿検査や採血で致死的な

状況に至る前に早期検出ができる新しい可能性を

示しました。 

 当科では、御殿場地域に根ざした医療を提供す

ることを基本に、臨床研究により日本は勿論、可

能であれば世界へ新しい知見を発信していくこと

の必要性を感じております。 

 今後とも、地域の患者さま、また当院各部署の

御理解・御協力をいただき、日常の臨床・研究に

精進して行きたいと考えております。 

循環器内科医長 本田 雄気 
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  ３Ｅ病棟の紹介 

 小児科急性期病床 5 床を含む 52 床の混合病棟です。慢性疾患の患者さまの療養指導、急性

期治療後の状態安定・リハビリ期の患者さまの退院指導、ご家族への介護指導等多職種連携・

チーム医療を実践しており安心して退院後の生活が送れるよう、退院支援を行っています。 

 また、緩和ケア・グリーフケアが必要な患者さまに、その人らしさを大切にした看護を目指

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    総勢 35名が働いています。 

 3E病棟では今年 4月から新卒の看護師 2人がスタッフとして加わり、フレッシュなパワー

で活躍しています。2人からの自己紹介です。 

佐藤さん（写真前列中央左） 

「御殿場看護学校出身の佐藤美咲です。趣味は風景

の写真を撮ることです。3E 病棟に配属になってか

ら 4か月がたちました。できないこともまだ多いで

すが、できることが増えていくことに達成感を感じ

ています。人として、看護師として成長していける

よう、頑張っていきます！」 

小島さん（写真前列中央右） 

「私は 4月から 3E 病棟で働いています。

まだまだいたらないことが多いですが、

一日一歩ずつでも成長できるよう努力し

ています。これからも精一杯頑張りま

す！」 

 3E病棟でも 7月から電子カルテの導入をしており、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ています。まだ不慣れなこともあり、患者さま、ご家族にはご迷惑

をおかけしてしまうことがあるかもしれま

せんが、医療サービス向上のためご理解をい

ただけたらと思います。 

 3E病棟ではスタッフとのコミュニケーシ

ョンを大切にし、みんなで助け合いながら頑

張っています。最近ではスタッフの結婚、妊

娠、出産などお祝いごとも多く、笑顔あふれ

る病棟です。こんな 3E病棟ですがこれから

もよろしくお願いいたします。 

               3E病棟一同 

  

看護スタッフ 

看護師長：1名 

看護主任：1名 

常勤看護師：18名 

常勤准看護師：1名 

非常勤看護師：6名 

夜勤専従准看護師：1名 

看護助手：7名 

看護スタッフ 

昨年のクリスマスイベント 
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  糖尿病教室、糖尿病栄養教室のご案内（一般向け） 

糖尿病教室 

「糖尿病とは？」「食事」「運動」「薬」「検査」 
「日常生活」等の基礎的な講義を行っています。 
全回同じ内容となります。 

毎月第 2火曜日 15時～16時ごろ 

＜開催日程＞ 

10月 10日(火)、11月 14日(火)、12月 12日(火) 

 1月 9日(火)、 2月 13日(火)、 3月 13日(火) 

詳細は、内科外来職員にお問い合わせください。 

 糖尿病栄養教室 

 「減塩」「間食」「バランス」等のテーマで 
 管理栄養士が講義します。 

 ＜開催日程＞ 

 11月 10日(金)、1月 12 日(金)、3月 9日(金) 

 調理実習     歯科講演会 

 2月 24日(土)予定  3月頃予定 

 詳細は、１ヶ月前に院内に掲示します。 

 

  慢性腎臓病(CKD)患者さまの紹介状 

             CKD患者さまのご紹介用の 
             診療情報提供書をホームペ 
             ージに公開しました。 

             「医療機関の紹介予約につ 
             いて」からご利用ください。 

   編集後記 

 朝晩、秋風を感じる今日この頃です。 

いよいよ 10月から電子カルテの全面導入

となります。 

 一日も早く御依頼いただける医療機関・

施設・患者さまに、ご迷惑をおかけせず電

子カルテにして良かったと実感できるよう

頑張ります。  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 


