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当院 5F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 

  平成から令和へ 

 新しい元号が始まりました。 

平成から令和へ、時代は大きく変遷してきています。私たち日本人は、自己の中

に回帰することなく、真実に目を向けることもなく、良い方向に変っていけるの

でしょうか？ もう一度、自分を周りから離れ、見つめなおすことが必要かと思

います。一見いいように見えてもそれが、自己満足に陥っていないでしょうか？ 

 仏教の教えの話に次のようなものがあります。 

白楽天という詩人がいました。本名は白居易。唐の代表的な詩人で、晩年は、詩

と酒と琴を「三友」として、悠々自適の生活をおくったという知識人です。 

あるとき、高名な禅僧をたずね「仏法の大意とはつまるところ何なのか？」と問

うたところ、 

「諸悪莫作
しょあくまくさ

・衆
しゅう

善
ぜん

奉行
ぶぎょう

・自浄
じじょう

其
ご

意
い

・是
ぜ

諸仏教
しょぶっきょう

」と答えたそうです。 

諸々の悪しきことをせず、諸々の善いことを実行しなさい。そして、自らその意（こころ）を浄めていくこ

と。これが諸佛の教えである。 

白居易は言う「そんなことは、三歳の童子でも知っていますよ」 

だが、鳥彙和尚は動ずることなく「三歳の子供が知っていても、八十の老人すらこれを実行することはむず

かしいぞ！」と答えたのです。 

 我々が医療行為を行っていますが、自分のみの世界に陥ってないでしょうか？ 

いい事をやっていても、他の人からの意見を得ておくことも大切なことで、カンファレンスもそういった意

味で必要です。経営面の改革にも、組織づくりとしても、重要な意味があります。誰か一人がやっていれば

よいのではなく、皆が力を合わせることこそこれからの病院の発展につながりますし、また、大きな目標と

して人づくりこそが未来への大きな夢とつながります。 

 今年一年こそ病院を左右する重要な年です。 

引き返すことなく、毎日努力を積み重ねてやっていきましょう。 

            院長 園田 紀夫 

院長 園田紀夫 
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池谷 吉彦（3D病棟 看護師） 

趣味野球 

抱負地元の御殿場で、地元の

方々のために働きたいと思い

ます。 

石田 圭美（3E病棟 看護師） 

趣味旅行 

抱負約6年ぶりに生まれ育った

御殿場に戻ってきたので、富士

病院で看護師として地域に貢

献できるのが楽しみです。看護

師としてもスキルアップがで

きるよう、日々の学びを大切に

し、頑張ります。 

伊藤 鈴香（2E病棟 看護師） 

趣味映画鑑賞 

抱負 4 月から静岡県に来まし

た。御殿場も静岡で過ごすのも

初めてで、毎日楽しく生活して

います。優しく思いやりがあり

面倒見の良いスタッフに出会

えて 2E に来て良かったと感じ

る日々です。これから、よろし

くお願いします。 

加藤 潤（2E病棟 看護師） 

趣味バイク 

抱負患者さんの立場になって

考え看護を提供します。 

遠矢 智喜（3D病棟 看護師） 

趣味釣り、DVD鑑賞 

抱負みなさんの顔と名前を4月

中に覚えて、1 日でも早く業務

に慣れるように頑張ります。よ

ろしくお願いします。 

看護部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淺野 藍（新人看護師） 

趣味裁縫、韓国ドラマを観るこ

と、K-POPを聴くこと 

抱負看護師 1年目としてたくさ

んの技術を覚えていき、誰にで

も笑顔で接します。患者さんに

ありがとうと言ってもらえる

ようこれから頑張ります。 

勝又 彩音（新人看護師） 

趣味飼いネコの写真を撮ること 

抱負笑顔を忘れず、患者さんや

スタッフから信頼される看護

師を目指してがんばります！ 

鎌田 まゆか（新人看護師） 

趣味旅行 

抱負わたしは患者さんに安全

に看護を提供するために日々

の学びを大切にし根拠を持っ

た知識と技術を身につけられ

るように努めたいと思います。

よろしくお願いします！ 

木村 朱里（新人看護師） 

趣味旅行、ゴルフ、ドライブ 

抱負 4月から憧れていた看護師

という職に就くことができ嬉

しく思う反面、社会人・看護師

としての責任の重さを感じる

毎日です。一日一日を大切に

日々学んでいきたいです。笑顔

で思いやりのある関わりを目

標に努力していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

芹澤 麻美（新人看護師） 

趣味ショッピング、部屋の模様

替え、DIY 

抱負私は、患者さん、ご家族の

心に寄り添い、その人らしい生活

ができる看護を目指しています。

笑顔を忘れず、患者さんやそのご

家族、スタッフから信頼されるよ

う根拠と責任を持ち、行動してい

きたいと考えます。知識、技術が

未熟であるため、先輩方にご指導

いただき、日々研鑚に努めていき

たいです。 

田代 朱音（新人看護師） 

趣味スノボー、カラオケ 

抱負患者さんの前では常に笑

顔で接するよう心掛け、患者さ

んが話しやすい環境を作って

いきたいです。そして日々学習

し、疾病を理解していきたいで

す。至らない点も多々あるかと

思いますが、今後ともよろしく

お願いします。 

室伏 玲奈（新人看護師） 

趣味温泉旅行 

抱負 4月から新人看護師として

勤務させていただいておりま

す、室伏玲奈と申します。患者

さんと御家族に優しく接し、信

頼される看護師になりたいと

思います。そのために、自分の

気持ちに余裕を持つことと、疾

病や薬、看護技術についての知

識を習得できるよう、日々学習

していきたいです。ご指導ご鞭

撻のほど、どうぞよろしくお願

い致します。 
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住吉 沙織（3E病棟 看護助手） 

趣味ハンドメイド、旅行 

抱負以前は透析病棟で働いて

おりました。今までの経験を活

かしつつ、看護師と連携し患者

さまの入院生活が豊かになる

よう支えていけるよう努めた

いです。よろしくお願い致しま

す。 

橋本 怜佳（3D病棟 看護助手） 

趣味読書、長風呂（半身浴） 

抱負第一印象を大切にしてい

きます。特に挨拶と笑顔を意識

して話しかけやすい人を目指

して頑張ります。 

ME室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤井 裕子（臨床工学技士） 

趣味ダイビング 

抱負人にやさしく信頼される

臨床工学技士になれる様、努め

てまいります。 

川端 まいこ（臨床工学技士） 

趣味スポーツ観戦、音楽鑑賞 

抱負臨床工学技士としてのス

タートを切るにあたり、社会人

として医療者としての姿勢か

らしっかり学ばせていただき

たいと思います。また、先輩方

の技術をたくさん吸収して 1人

前になれるよう、日々努力して

いきますので、よろしくお願い

致します。 

薬局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杉山 忠通（薬剤師） 

趣味ツーリング、読書 

抱負 4月から富士病院薬局で勤

務させて頂いております杉山

忠通と申します。自分の出身地

である御殿場市での医療、災害

時の医療に貢献できるよう頑

張っていきたいと思います。至

らない点も多々あるかとは思

いますが、御指導、御鞭撻の程

よろしくお願い致します。 

古川 哲也（薬剤師） 

趣味ジャグリングです。いろい

ろな道具がありますが、一番好

きなのはクラブ（ボウリングの

ピンみたいなやつ）です。 

抱負今、いちばんに浮かぶの

は、早く仕事に慣れ役に立てる

ようになることですが、ゆくゆ

くは、薬のことならなんでも分

かる、「あの人に聞けばすぐ答

えてくれる」といった信頼を得

られる薬剤師になることです。 

リハビリテーション室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今 吹雪（理学療法士） 

趣味スノーボード、ハンドボール 

抱負私は、御殿場で生まれ育ち

ました。今までお世話になった

地域で理学療法士としてたく

さんの人の機能回復を目指し、

人の為になるよう精一杯頑張

ります！ 

寺田 優介（理学療法士） 

趣味バイクツーリング、バレーボール 

抱負病院理念である「人にやさ

しく信頼される病院」を胸に努

力していきたいと思います。そ

のために、先輩方の技術や接し

方を手本にし、自分の成長につ

なげられるようにしたいです。 

医事課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千田 香織（事務） 

趣味スポーツ観戦 

抱負まだ働き始めたばかりで

すが、少しずつでも自分ででき

る仕事を増やし、一人でも安心

して仕事を任せてもらえるよ

う頑張りたいと思います。 

勝又 旭（事務） 

趣味スポーツ（野球、陸上）、

ピアノ、洋楽 

抱負新社会人としてこれから

多くのことを学び、病院の仕事

を通じて、自分の生まれ育った

地域の医療の発展に努めてい

きたい。 

アンスリウムの花言葉 

赤色は「情熱」、白色は「熱心」

だそうです。 

患者さんから寄贈していただき

ました。1F外科待ち合いに並ん

でいます。 
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  富士病院特定行為研修の第 1号修了生が誕生しました！ 

 「自施設で、働きながら学べる環境」はとても魅力的な言葉であり、2018年 10月より特定行為の研

修をさせていただきました。皆様のご協力のもと、無事に 4月で研修を修了することができました。8

時間のうち 4時間は学習の時間を確保していただけたことは大変ありがたく思っています。300時間を

超える eラーニングは過酷でしたが「目からウロコ」。共通科目を学び看護実践することで、今までと

は違ったケアへの広がり感じています。 

 特定看護師は、医師の手順書に従ってリアルタイムで患者に処置や早期対応をすることが可能です。

特定行為実践は難しく、経験未熟なため毎日ドキドキしながら行っていますが、病院内外問わずにタ

イムリーに患者が求めている医療ケアがすぐに提供でき、スムーズな処置が行えるように活動してい

けたらと思っています。 

 また、研修中には医師と治療方法について討議できる

場面も多くありました。このような場面から、患者のニ

ーズに効果的な働きかけができるよう、チーム医療のキ

ーパーソンとして患者と多職種を繋げる架け橋になれた

らと思います。 

 経験未熟のためご迷惑をおかけしますが、気軽に声を

かけてください。よろしくお願いします。 

副師長・特定看護師 鳥澤 雅代 

※特定行為研修については、 

看護部ホームページをご覧ください。 

https://www.fujihospital-nurse.jp/ 

   編集後記 

 色とりどりに咲く春の花が楽しみな季節に

なりました。 そして、新元号“令和”のスタ

ートです。「人々が美しく心を寄せ合う中で文

化が生まれ育つ」と言う意味がこめられている

そうです。 

“感謝の心”“相手を気遣う心”“励まし合う心”

大切に日々過ごしたいと思います。 

         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 


