
公立森町病院 森町家庭医療クリニック

※病院だより「春夏秋冬」を森町内全戸配付しています。有意義な情報をお伝えできるよう努めてまいりますので、ぜひご覧ください。

表紙写真について

〒437-0214 静岡県周智郡森町草ヶ谷387-1
TEL：0538-85-1340
http://www.morimachi-fc.com/

〒437-0214 静岡県周智郡森町草ヶ谷391-1
TEL：0538-85-2181／予約専用：0538-85-0270
http://hospital.town.morimachi.shizuoka.jp/

病院だより

患者さまの人権を尊重し、心の通った医療を実践することで、地域と共にある病院を目指します。

　平成31年4月1日に辞令交付式を行いまし
た。看護師、医療福祉相談員、事務スタッフが
新たに病院職員に加わりました。右下の写真は
その職員たちの集合写真です。
　専門職としての自覚を持ち、日々進化し成長
できるよう努力いたしますので、地域の皆さま
どうぞよろしくお願いします。

春夏秋冬

特 集

受付時間 月 火 水 木 金 備考

内　科

初診
午前 8:00～11:30

廣岡正史
岩本達治 鈴木勇三 岩本達治 廣岡正史 松家健一 月曜日：第1・3・5週 廣岡／第2・4週 岩本

再診
松家健一 廣岡正史 廣岡正史 岩本達治 廣岡正史
岩本達治 中村昌樹 月曜日：第1・3・5週 岩本／第2・4週 なし

初診
午後 13:00～15:30

岩本達治
松家健一 木曜日：第1・3・4週 岩本／第2・5週 松家

再診 中村昌樹 松家健一 松家健一 岩本達治

内　科
(専門外来)

循環器
ペースメーカー 午前 8:00～11:30 城向裕美子 毎月第2・4金曜日

リウマチ
膠原病

午後
13:00～15:30 小川法良

肝臓・すい臓 13:00～16:00 森下宗自 毎月1回の金曜日： 5/10、6/7、7/5
呼吸器 13:00～14:30 鈴木勇三

神経内科
午前 8:00～11:30 石川邦子 毎月第4木曜日　※5月は第5木曜日
午後 13:00～15:30 鎌田　皇 毎月第2火曜日

もの忘れ外来 午後 13：00～15：30
(完全予約制) 石川邦子 毎月第4木曜日　※5月は第5木曜日

心療内科
午後

13：00～15：30
(完全予約制) 二宮貴至 毎月第2・3水曜日：

5/8、5/15、5/29、6/13（木）、6/19、7/10、7/17、7/31

禁煙外来 13：00～16：00
(完全予約制) 水野義仁

外　科 初再診 午前 8:00～11:30
大場浩次 児玉　乾 中村昌樹 大場浩次

診察状況により受付終了が早まる場合があります。
児玉　乾

外　科
(専門外来)

形成外科 午前 8:00～11:30 太田悠介
痛み治療 午後 13:00～15:30 鳥居英文 毎月第1金曜日　※5月は第2金曜日

整形外科
初診

午前
8:00～10：45

井出浩一郎 伊藤禎志
鳥養栄治 渡邉悠 鈴木隆辰

黒川敬史 杉浦香織 診察状況により受付終了が早まる場合があります。
火曜日：第1・3・5週 伊藤／第2・4週 鳥養
木曜日：第1・3・5週 鈴木／第2・4週 黒川

再診 8:00～11:30 岡本庄造 岡本庄造 岡本庄造
整形外科
(専門外来) リハビリ 午後 13：00～14：30

(完全予約制) 永房鉄之 毎月第1・3・5月曜日

歯科口腔外科
午前 8：15～11：00 大高千明 大高千明 林祐太郎 大高千明 大高千明

午後 13：00～16：00 大高千明 大高千明 林祐太郎 大高千明 大高千明
加藤文度

耳鼻咽喉科
午前

8:00～11:00 細川久美子 石川竜司
9:30～11:30 補聴器外来

午後 13:00～15:30
森本雅太 毎月第2・4水曜日
補聴器外来 毎月第2水曜日

眼科 午後 13：00～15：30 大石彩乃 武内宏樹

泌尿器科
午前 8：00～11：00 杉山貴之 受付時間：再診は、8：00～11：30
午後 13:00～15:30 宇佐美隆利

皮膚科 午前 8:00～11:30 田嶋瑞帆 中澤慎介 伊藤泰介

小児科
午前 8:00～11:30 戸田　克 戸田　克 戸田　克 高柳文貴 戸田　克

午後 13:30～16:00
－ － 戸田　克 夏目　統 戸田　克 木曜日：第2･4週 アレルギー外来／第1･3･5週 一般小児

戸田　克 第2・4週
乳児検診

午後
13:30～15：00 戸田　克 第1・3･5週

予防接種 13：30～16：00 戸田　克
予防接種（成人） 午後 14:00～14:30 水野義仁

受付時間 月 火 水 木 金 備考

午前 8：15～11：30

堀江典克
棚橋信子
堀井敦史
柴田靖美

中村昌樹
棚橋信子
堀井敦史
岩田智子

堀江典克
堀井敦史
安部公崇
二宮貴至

棚橋信子
福地芳浩

堀江典克
堀井敦史
山田智子

二宮：第2・3水曜日　5/8、5/15、5/29、6/13（木）、
                 　　　6/19、7/10、7/17、7/31
巡回診療：第2(金)上野平公民館／第4(金)三丸会館
予防接種は毎日行っています。お問い合わせください。

午後 13：00～16：30
堀江典克
柴田靖美
水野義仁

鳴本敬一郎
堀井敦史
岩田智子
秋田美穂

棚橋信子
堀井敦史
松永　拓

堀江典克
鳴本敬一郎
柴田靖美
山田智子
（臨床心理士）

木曜日 不定期で休診あり。
　　　 5/9、5/23、6/6、6/13、6/27、7/1、7/25 午後休診

【2019年5月】

公立森町病院

森町家庭医療クリニック

※都合により、担当医師・診療時間が変更される場合があります。 詳しくは、病院・クリニックまでお問い合わせください。

外 来 担 当 医 師 一 覧

お問い合わせ先 ◇公立森町病院／TEL：0538-85-0270 ◇森町家庭医療クリニック／TEL：0538-85-1340
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ＭＲＩ装置が新しくなりました
～診療放射線技師より～

海外渡航のための予防接種外来
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　平成３１年４月より新しいＭＲＩ装置による検査を開始しました。以前の装置は平成１６年８月に導入し、１４年以上使
用してきました。新しい装置の運用を開始するにあたり、ＭＲＩ装置の基本的な特徴と新しくなった装置の特性について
紹介します。

　世の中には数え切れないほどの病気があります。その中の、
ほんのわずかな数ですが、予防接種によって防げる病気があり
ます。【大人のための予防接種外来】では、海外へ赴任される
方のための予防接種も行っていますのでご紹介します。
　海外渡航にあたって必要な予防接種の種類は、赴任予定
の地域によって異なります。例えば、中国に赴任する場合に
は、破傷風、Ａ型肝炎、Ｂ型肝炎、日本脳炎、狂犬病の予防接種
が推奨となります。南米のブラジルに赴任する場合には、Ａ型
肝炎、Ｂ型肝炎、破傷風、狂犬病、さらに黄熱病の予防接種が
推奨されます。このように、推奨する予防接種は国によって異
なりますので、ご本人と相談をして、接種する予防接種の種類

を決めます。
　一方、蚊が媒介するマラリアやデング熱には予防接種があ
りません。蚊に刺されないようにすることが大切ですが、言う
は易く実行はなかなか難しいです。
　接種は同じ日に必要な本数を接種します。2回目の接種の
時期は初回接種の4週後となります。
　その他の予防接種として、腸チフスや髄膜炎菌の予防接種
も行っています。黄熱病については、検疫所のみでの接種と
なりますので、当院では接種できません。接種が必要な場合
には、手順についての詳細を受診時にご案内します。

ＭＲＩとは？
　Magnetic Resonance Imaging（磁気共鳴画像診断
装置）の略称で、強力な磁石の力と電波を利用して体内
の水分に含まれる水素原子の動きを画像化する装置で
す。被ばくすることなく様々な断面の画像を得ることがで
きます。

大人のための
予防接種外来

森町病院で受けられる予防接種の種類
（海外渡航のための予防接種以外のものも含む）

最後に
　ＭＲＩ検査は、安全管理上の注意事項を守れば安心し
て検査を受けて頂くことができます。地域の皆様のご協
力を頂き、安心・安全な検査環境を提供できるように努め
てまいります。

新しいＭＲＩ装置の特性と新たな取り組み
　コンパクトで磁場均一性の高いガントリーとデジタル
コイルシステムを搭載することで、高画質な画像を撮像す
ることができます。新しいMRI装置の特性として、高速撮
像に対応しており、以前の装置より検査時間の短縮が可
能となりました。また、自動音声ガイドを使用して息止め
やテーブル移動などを患者様にお伝えすることで快適な
環境を提供いたします。
　ＭＲＩ検査は狭い所に入り長い時間寝ていなければな
らず、閉所の苦手な方にとっては大変つらく苦しい検査
です。今回新たな取り組みとして、検査中における患者様
の心理的な負担低減のために映像と音楽を使用して検査
環境の向上を図ることが可能となりました。

ＭＲＩ装置の特徴（ＣＴ装置と比較して）
○良いところ
・Ｘ線を利用しないため被ばくがありません
・組織のコントラストが優れます
・造影剤を使用しなくても血管などの画像を得ることが
　できます
・急性期脳梗塞の診断に役立ちます
○苦手なところ
・検査に時間がかかります（３０分から１時間程度）
・検査中に動くことができません
・検査中に大きな音がします
・狭い所が苦手な方は検査できない場合があります

ＭＲＩ検査を受ける上での注意
　検査室内は検査をしていない時でも強い磁場が発生し
ています。

●心臓ペースメーカーや人工内耳などを装着している方

●動脈瘤クリップや人工関節などの金属が体内にある方
●その他金属類が体内にある方
●妊娠中もしくは妊娠の可能性のある方
●狭い所が苦手な方

●刺青●マスカラ・アイシャドウ・マニキュアなど、その他
ラメ入りの化粧品等●コンタクトレンズ●保温用肌着
●湿布などの貼り薬

●金属類（スマホ・時計・メガネ・財布・鍵・ヘアピンなど）
●磁気記録媒体（カード・診察券など）

ＭＲＩ装置が新しくなりました
～診療放射線技師より～

海外渡航のための予防接種外来

　2月23日（土）森町文化会館小ホールにて、当院教育研修
委員会主催の第2回院内学会を開催しました。
　目的は「院内の多職種協働をより一層深めるために各職
場および職種の活動を発表することで、さらなる組織の発
展に寄与すること」とし、職員約70名が出席し、盛大に行わ
れました。
　第一部　QCサークル活動発表会
　平成30年度に活動を行なった4サークルが、QCによる問
題解決技法を用い業務改善した事例を発表しました。また、
指導者としてお世話になった、豊田合成株式会社の担当者
様にも出席いただき、活動の講評をしていただきました。
　第二部　職員からの演題発表
　部署や委員会の現状と課題や活動報告、平成３０年度の
取り組みなど６演題が発表されました。出席者からは、「各部
署の活動がわかる有意義な
時間だった」「多職種連携の
大切さを改めて感じた」など
の感想があり、有意義な学会
になりました。

第2回院内学会を開催しました！ 町民公開講座開催のお知らせ

森町病院事業経営改革プラン評価委員会
を行いました

　浜松医科大学整形外科の松山幸弘教授を講師にお
招きし、下記のとおり町民公開講座を開催します。
日時：2019年6月22日（土）　16時開演
場所：森町家庭医療センター　2階　会議室
詳細は決定次第、病院ホームページ等でお知らせします。
どなたでもご参加いただけますので、お気軽にご参加くだ
さい。　　　　　　　　 問合せ先：0538-85-2181（代表）

　3月2日（土）に森町家庭医療センター会議室で森町病
院事業経営改革プラン評価委員会を行い、平成30年度
取り組み結果・評価及び平成31年度事業計画（案）につ
いて協議しました。
　外部評価委員からの評
価や意見を病院ホームペ
ージへ掲載し
ていますので、
QRコードから
覧ください。

当院では検査を受けることができない方

検査室に持ちこむことができないもの

検査を受けることができない場合のある方
（事前の安全確認を行い検査を行う）

検査中に発熱する可能性のあるもの
（微細な金属を含んでおり画像に影響を与える場合があるもの）

日　　時
予約電話

毎週水曜日　午後2時～午後3時　（ワクチンを用意する都合上、完全予約制）

0538-85-0270　（平日 午前8時15分～午後5時)

●大人のための予防接種
・肺炎球菌ワクチン　・ＭＲワクチン（麻しん・風しん）　
・破傷風トキソイド　・日本脳炎ワクチン　
・帯状疱疹ワクチン　・B型肝炎ワクチン

●海外渡航のための予防接種
・黄熱　　・A型肝炎　　・B型肝炎　　・破傷風
・狂犬病　・ポリオ　　　・日本脳炎　　
・麻しん風しん　　　　　・髄膜炎菌

評価委員会の様子

新しいMRI
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