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当院 5F から望むダイヤモンド富士(2018/06/03) 

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 

   新年度に向けて ～ 当院の運営方針について ～ 

 平成 6 年 6 月、若林理事長が富士病院の運営を任された時の初めの言葉は、

『御殿場市、小山町に住まわれている方々が、大学病院、市民病院など遠くま

で行かなくても、最新の医療と同等の医療が御殿場で受けられる機会を作って

あげたい』でした。 

 当時、玄関を入ると風除室に売店があり、受付は窓ガラスで覆われ、昔の病

院そのもので、昼間なのに薄暗いがらんとしたロビーが記憶に残ります。外来

は 1 日 200 名を大きく割り、入院は 90 名ぐらいで長期間入院される患者さま

が多くおられました。病室には大きな酸素ボンベがあちこちにあり、暖房は完

備しておりましたが、冷房設備はほとんどなく、網戸が唯一の空調だった時代です。常勤職員は、医

師 8名、看護師 27名、准看護師 15名など、全体で 90名弱でした。毎年赤字に苦しみ、前土屋彰理事

長が現若林庸道理事長に支援を依頼し、継承することになったのです。 

 冒頭の若林理事長の発言の実現に向け、一つ一つの課題を克服し、富士小山病院、東部病院、共立

産婦人科を継承、訪問看護ステーションとグループホームを開設、地域の方々が市立病院と同等の医

療を受けられるよう診療の充実を図ってきました。かかわったスタッフも 24 年の歳月ですっかりベテ

ランとなり、法人全体で事業規模、職員数は約 6 倍以上になりました。しかし、現在、当時と同様な

閉塞感を感じ、運営上の課題が膨らんでおります。 

 国は医療と介護報酬の同時改定に加えて様々な施策の見直しを行い、『2025 年モデル』の実現に向け

て、その提供体制の再構築がスタートしています。重症者の急性期対応と早期退院や、地域包括ケア

システムの推進のため、当院、富士小山病院、東部病院の 3 病院が各々の役割を明確にする必要があ

ります。また、提供サービスの役割をしっかり満たしている施設が、健全な運営ができるシステムに

なってきています。当院の運営が大変厳しいのは、急性期病院なのに 1 ケ月を超える入院の方が約 3

割もおられるためです。治療上、入院期間が長くなるケースは別として、これでは、急性期の役割以

外に慢性期療養としての役割が強すぎ、運営上の大きな負担となります。 

 当院の閉塞感は、患者さまの治療の目途が立つまでしっかり診ていきたいという気持ちと、早期退

院を推し進めなければ病院運営ができないという現実とのギャップからきています。早期退院を進め

法人事務局長 鈴木克行 
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るためには、入院の際に、患者さまとご家族に「急性期病院の役割と急性期症状の回復状況をみて、

慢性期病院などへ転院をお勧めする」ことを説明しご理解いただくしかありません。そのため、退院

に向けた病床として、東部病院の地域包括ケア病床［23 床］を今年 4 月にスタートしました。在宅復

帰のプロ集団として変貌を遂げ、急性期を経過した患者さまが在宅に流れる最高のシステムが構築で

きれば、長期入院患者問題や満床による救急患者の受け入れに支障をきたす問題も改善し、地域の医

療・介護の流れができます。現在の若いスタッフが、この苦しい状況を乗り越え、次の時代の有隣厚

生会の存在意義を見出してくれるはずです。 

 今年度は、何としてもその道しるべを皆さまに提案し、当法人が地域包括ケアシステムの推進役と

して貢献できるように各方面に発信していく所存です。 

法人事務局長 鈴木克行 

  透析室の紹介 

 当院透析室は 1 階 SA 棟にあり、透析ベッド 25 床、緊急時用病棟透

析装置 2 台を保有し、月曜～土曜の午前・午後の 2 クール血液透析を

実施しています。 

 平成 29年度は、月平均入院患者 32名に対し月平均 174件（年間 2,086

件）、月平均外来患者 73名に対し月平均 839件（年間 10,067件）の透

析を行いました。そのうち 58名は透析導入でした。また、県東部全域

から合併症の治療も含め、多くの方の通院・入院があり、受け入れは

228件ありました。 

 関連施設の東部病院、富士小山病院、御殿場第一クリニックや沼津

望星グループなど各透析室へ臨床工学技士が出向し、連携を密にとり

御殿場・小山地区全体として透析情報等共有しています。そして、各

種疾患に対応すべく、エンドトキシン吸着などの吸着法、腹水濃縮再

静注法、血漿交換、持続緩徐式血液濾過透析（CHDF）、on-line HDF 等各種血液浄化法も実施していま

す。旅行透析の受け入れや夜間、時間外、日曜など緊急血液浄化にも対応しています。 

 透析室スタッフには荻医師、瀬戸医師をはじめ非常勤医師

4 名、看護師 7 名、臨床工学技士 7 名、看護助手 1 名、クラ

ーク 1 名がおり、安全安心な治療の提供をチームで目指し取

り組んでいます。毎月カンファレンスと透析機器安全管理委

員会を開催し、患者さんに適し

た透析条件の検討、透析液の清

浄化の維持、透析機器の安全管

理に努めています。室内は 24

時間換気システムを取り入れ、

清潔で機能的な治療室となっています。 

 腎臓病を治療する上で、家族の協力と本人の自己管理がもっとも重要

です。透析室スタッフはチームで指導教育にあたり、症状が安定した患

者さんには、地域サテライトへの紹介もしています。導入、合併症を中

心に、総合的な透析管理を目指しています。 

透析室一同 

透析装置 

透析室スタッフ 

透析室内 
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   看護部の新入職員紹介 ＜ 私の目指す看護師像 ＞ 

2E病棟 桒原瑞紀 

 私の目指す看護師像は、笑

顔で患者さんの気持ちに寄

り添う事のできる看護師で

す。日々、振り返りを行い、

自分に足りない所をみつけ

学習していきたいです。毎

朝、富士吉田市から通勤して

います。富士山のパワーをも

らっています。 

2E病棟 澤田純弥 

 私が目指す看護師像は、

患者さんとその家族が安

心・安全・安楽に生活が送

れる為に、患者さんとその

家族のお話を傾聴できる

看護師です。業務の忙しさ

や自分に余裕がないこと

で笑顔が少なくならない

ようにしたいと思います。そのために、積極的に

さまざまな疾患や薬等の自己学習を行い、確実な

看護技術の習得に励みたいと思います。1 日 1 日

を無駄にせず、私の目指す看護師像に成長してい

けるよう頑張ります。 

2E病棟 湯川浩史 

 私の目指す看護師像は、

患者さん、ご家族が安心し

て生活できるよう信頼さ

れる看護師です。病棟業務

の中で、援助の基本や患者

さんのニーズや、苦痛を軽

減される看護を確実に身

につけていきたいと思い

ます。また、看護師としてふさわしい接遇応対で

きるように努めていきます。 

3D病棟 大島衣美子 

 私の目指す看護師像は、

患者さんが安心して治療

に専念し、その人らしい生

活を送るために精神面の

ケアも出来る看護師です。

患者さんとの関わりを大

切に知識と技術を深めて

いきたいと思っています。 

3D 病棟 山口とし美 

 私の目指す看護師像

は、確かな知識、技術を

身につけ、患者さんと向

き合い、一人一人のニー

ズに合った看護を提供で

きる看護師です。そのた

めに、疾患や解剖生理を

学習し、知識・技術を身

につけていきたいです。 

3E 病棟 大久保遥香 

 私が目指す看護師像は、

患者さんに笑顔で接し、患

者さんの気持ちに寄りそ

い、考えられる看護師で

す。その為に、知識・技術

を磨いていきたいと思い

ます。安全・安楽な看護の

提供ができ、患者さんご家

族に信頼される看護師になれるよう頑張ります。 

3E 病棟 長田華歩 

 私の目指す看護師像は、

確かな知識と技術を身につ

け、患者さんの思いに寄り

添いながら考えて関われる

看護師になりたいです。そ

のためには、患者さんへの

声かけと、コミュニケーシ

ョンを大切にしていきたい

です。また、分からないことや知識が不十分なと

ころは勉強して理解を深めていきたいです。先輩

方からのアドバイスを真摯に受け止め、技術の向

上に努めていき、個別性に合わせた看護を提供で

きるように頑張りたいです。 

3E 病棟 篠田和毅 

 私の目指す看護師像は、

在宅復帰に向けた支援が

出来る看護師です。患者さ

んが安心し、前向きに在宅

に戻って行けるように心

身を整え、セルフケア能力

を引き出せるように支援

していきたいです。そのた

めに、常に患者さんの立場に立って考え、看護師

として適切なアドバイスがしていけるように学

習を続けていきます。 
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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 

 6月 12日(火)、7月 10日(火) 

 8月 14日(火)、9月 11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 

 「バランス」「減塩」「間食」等のテーマで 
 管理栄養士が講義します。 

 9月 14日(金) 

 調理実習     

 7月 21日(土)   

 詳細は、１ヶ月前に院内に掲示します。 

 

● 御殿場市胃内視鏡検診のお知らせ ● 

 5/1(火)から平成 30年度御殿場市胃内視鏡検診が始ま
りました。感染症検査と内視鏡検査を実施するため、2
回の受診が必要になります。 

   期間：5/1(火)～来年 1/31(木) 

  受診料：3,000円 

  要予約：病院代表 0550-83-3333 

※御殿場市からの案内をご確認の上、お電話ください。 

※初回は問診・採血を実施し、次回に内視鏡検査を実施
します。 

※次回の予約は初回受診時に受付けします。 

※胃バリウム検診を受診した場合、同年度内の胃内視鏡
検診は受けられません。 

   編集後記 

 新入職員を迎え、平成 30年度がスタート

しました。 

 フレッシュな顔ぶれを加えて、フレッシ

ュな視点で様々な問題解決に向かって一層

の努力をしてまいります。 

 今後ともご指導ご鞭撻のほど、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 

・ウォーキング 

・ドクターズレストラン 

・歯科講演会 


