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皆さま、こんにちは。

令和 2 年 4 月より、富岡地域医療企業団看護部の統括看護部長に就任いたしまし

た岩瀬貴子と申します。

この 3月までは、公立富岡総合病院の看護部長としての任務を務めて参りました。

さて、団魂の世代が 75 歳以上になる 2025 年を展望すると、富岡医療圏はこれま

でに経験したことのない急速な勢いで人口減少と高齢化が進む本格的な超高齢社会

（国民の約 5人に１人が 75歳以上）を迎えます。

医療を取り巻く環境では、慢性的な疾患や複数の疾患、認知症等を有する患者さ

んの増加など、住民の疾病構造は大きく変化してきています。

当企業団の構成は、公立富岡総合病院と公立七日市病院からなり、急性期から回

復期リハビリテーション、在宅医療まで医療の全領域を担うことができる組織です。

これからの企業団看護部としての課題は、患者さんの入院在院日数も、約 12 日間

と急性期病院においては短くなってきています。この日数の中で患者さんが退院後、

困らないようにそして、患者さんが大切にしていることを次の療養の場所や地域に

繋げることができるよう看護を実践していかなければなりません。これからは、こ

のように時代が変化する中で、さらなる企業団看護部としての一体化の強化が必要

とされています。

統括看護部長としての役割は、企業団看護部の統括者として、両病院の看護部を

より統合することで、めざす医療や看護の方向性を共有し、両病院の看護部長と協

力して、より看護の質を高めていくことが必要であると考えます。

そして、地域の皆さんから、この両病院があるから安心だと言っていただける、

地域から必要とされる病院であり、企業団看護部であるよう邁進していきたいと思

います。

統括看護部長に
就任して

富岡地域医療企業団看護部

統括看護部長　岩瀬 貴子
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令和2年4月1日付けで公立富岡総合病院看護部長を拝命することになりました。

今年の春は早くに桜が咲きましたが、例年と様相の違うものになっています。新型

コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大予防のために「手洗い」「咳エチケット」

などの衛生行動をとったり、外出を自粛したりと私たちの生活は大きな影響を受けて

います。当院では日々変化する状況を把握し、当院の大きな役割である急性期医療の

機能を保ちながら、地域住民の皆さんや患者さんに感染拡大防止と健康被害を最小限

にするために最善を尽くしています。また、私たち医療従事者自身も感染しないよう

に努めています。こころの健康にも気を配りながら、この未曾有の事態を一緒に乗り

越えましょう。

　

さて、4月から立場が変わり、改めて看護について考えてみますと、看護実践を通し

て患者さんからたくさんのことを学ばせていただいてきたことに気付きます。多くの

患者さんとの出会いがありました。家族の食事の支度のために入院治療をためらう

方、手術ができる状態でも敢えて受けないと決めた方、飼っている猫と暮らすために

治療に臨まれた方。一人一人の人生に物語があり、大切にしていることもそれぞれ異

なります。私たち看護師は、病気だけをみているのではなく、病気を持つ患者さんの人

生の一端に関わらせていただいていると感じます。ですから、看護は、患者さんがどの

ようなことを大切に思っているのかを知り、患者さんがどのように暮らしていきたい

かということを一緒に考えることが大切であり、それはその患者さんにとっての「最

善」を探求しつづけることではないかと考えています。

当院看護部のスローガンは「一人一人を慮り（おもんばかり）、最善最適な看護を目

指す」です。慮る（おもんばかる）とは、相手の状況や気持ちに思いを巡らせ、相手の立

場になって想像力を働かせることです。このスローガンを念頭に置き、看護部職員と

共によりよい看護を提供できる組織になるよう全力を尽くしていきたいと思います。

看護部長に
就任して

富岡地域医療企業団看護部

看護部長　津金沢 理恵子
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入院同意書の変更について

この変更は、連帯保証人への請求の根拠となる法令である民法の改正がなさ
れたためで、今後、連帯保証人を立てていただく際には、連帯保証人が負担すべ
き金額の上限を同意書に明記しなければならなくなりました。この金額の上限を
「極度額」といい、連帯保証人を保護する目的で設定されました。
当院が連帯保証人に請求する場合の極度額は、一入院につき、３０万円です。
極度額を超える請求金額の場合においても、連帯保証人には極度額以上の金
額の請求はありません。
ご理解、ご協力のほどお願いいたします。

お問い合わせ先：患者支援サービス課 医療サービス係 ☎0274-63-2111(内線 2904)

令和２年４月１日より、入院時にご提出いただく
入院同意書の書式が一部変更となりますので、

お知らせいたします。

令和２年４月１日より、入院時にご提出いただく
入院同意書の書式が一部変更となりますので、

お知らせいたします。

変 更 点
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職場紹介
手術室・中央材料室

当院手術室では、「周術期を考慮した安全・確実な手術」「いつでも緊急手術に対応す

る」をモットーに、麻酔科医師、各科医師、看護師、臨床工学技士、薬剤師等チーム一丸と

なって日々 頑張っています。

入院患者さんの場合、麻酔科医師と看護師による手術前訪問があります。麻酔科医師

は主に手術前日、看護師は手術当日に患者さんの所に伺います。その際、麻酔・手術に関

する不安の軽減や安全な医療の提供ができるよう状態観察と情報収集を行っています。

手術を安全に受けて頂くために、手術室に入る際は身に付けている物を全て外して頂き

ます。義歯・湿布・アクセサリー・コンタクトレンズ・眼鏡・補聴器・ヘアピン・ウイッグ等は、

破損や熱傷・粘膜の損傷を引き起こす可能性があります。義歯は誤嚥の可能性もありま

す。マニキュア・ジェルネイル等は全身状態の観察のため除去して頂きます。また手術室で

は、患者間違えや左右を含めた手術部位間違えがないよう、何度も氏名や手術部位の確認

を患者さんと共に行っておりますのでご協力お願いします。

手術室に隣接している中央材料室では、第1種滅菌技師の資格(日本医療機器学会認

定)を取得した看護師2名が、看護師・委託業者へ指導・教育しています。その上で、手

術室・外来・病棟等で使用した器材の洗浄・滅菌・保管までの管理を行い、院内各部門

へ安全な器材の提供を行っております。

今後も地域中核病院の手術室として、皆様にチーム医療を提供していきます。
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公立富岡総合病院　Night School
2020年度　ナイトスクール　休止のお知らせ

電話再診による、いつもの薬の処方について

新型コロナウイルス感染症対策の基本方針（令和2年2月25日）に
より、「風邪症状がない高齢者や基礎疾患を有する者等に対する
継続的な医療・投薬等については、感染防止の観点から、電話によ
る診療等により処方箋を発行するなど、極力、医療機関を受診しな
くてもよい体制をあらかじめ構築する。」とされました。

お問い合わせ先：医療情報課受付係　☎0274-63-2111

当院においても、電話再診による定期処方を受け付けています。
希望される方は、予約日当日に電話で申し込んでください。

・ 予約患者の予約日当日に限ります。
・ 定期処方されている薬に限ります。
・ 医師の判断により、来院をお願いすることがあります。
・ 院外の調剤薬局に、病院から事前にＦＡＸ送信することで、
 待ち時間を短縮することができますので、お申し付けください。

・ 新型コロナウイルス感染症対策の基本方針に
 基づく、臨時的な取り扱いです。

電話番号：0274-63-2111(代表)

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当分の間、ナイトスクールを休止します。
再開については、改めてお知らせしますので、よろしくお願いいたします。
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＊午後の外来は皮膚科以外は原則予約制です。

耳鼻科
午前

午後

午後

松井 / 矢島
（10:30～1人病棟回診）

松井 / 矢島
（10:30～1人病棟回診）

松井 / 矢島
（10:30～1人病棟回診）

松井 / 矢島
（10:30～1人病棟回診）

（特殊外来）（手術） （予約検査・外来手術） （手術） （特殊外来）

外科 午前

午後

佐藤 （初診）池田
（一般・血管/1･3週）＊尾形

井上
（乳腺）五十嵐
（筋膜リリース）門脇

門脇 佐藤
池田

（HPN・ストマ・緩和ケア）佐藤

0274-63-2111

金曜日木曜日水曜日火曜日月曜日診療科

内科

時間

午前

午後

消化器科

循環器科

午前

午後

公立富岡総合病院
富岡地域医療企業団 外来担当医表 令和2年度版

4月1日現在 

診療受付時間 ： 午前8時30分～11時（土日祝を除く）　＊＝非常勤医師

（内分泌・DM）登内
（呼吸器）石塚
（初診）＊茂木（永井）
（再診）飯塚

午前

午後

（初診）石窪
杉戸

（初診）金子

＊瀬田
＊（第2週）高間

金井
金子

（初診）杉戸
＊金古

石窪
（初診）金井

小児科

午前

午後

小須田
井上 
（回診後） 小板橋

小須田 / 髙橋

（心臓）小須田（乳健2ヶ月～）各担当医
（予防接種）井上 / 各担当医

（喘息）井上 （1ヶ月乳児健診）小須田/小板橋
（1ヶ月乳児健診/2・4週）髙橋

井上 / 小板橋 / 髙橋 小須田 / 井上

（消化器/2・4週）＊五十嵐

小須田 / 小板橋
（2・4週）髙橋

泌尿器科

午前

午後

（予約）田中
（初診）塩野

（予約）町田
（初診）田中 or 塩野

（予約）田中 （予約・CAPD/15：30～）大山 （予約・排尿機能）塩野

（予約）大澤
（初診）福田

（予約）大山or塩野
（初診）大澤

（予約）塩野
（初診）大山

整形外科 午前
（脊椎）松原 / 原
中島

（股）小林 / 鈴木隆
（脊椎）松原
（2・4・5週）＊日尾
島田

（脊椎）原
（1・3週）松原
（2・4週）鈴木隆
中澤

心療内科
午前

午後

横川 横川 横川 横川

（施設往診） （予約）横川

皮膚科
午前

午後

渡辺 ＊群大 渡辺 渡辺 渡辺

（15:00～）渡辺（15:00～）渡辺 手術

＊大澤

（褥瘡回診）

眼科
午前

午後 （予約検査・治療）（手術） （予約検査・治療） （手術） （予約検査・治療）

脳外科 午前 寺崎 三隅 三隅 寺崎

歯科・口腔
外科

午前 （手術）

（外来手術・口腔ケア） （外来手術・口腔ケア） （手術） （外来手術・口腔ケア） （外来手術・口腔ケア）

病理診断科

麻酔科 -
（13：00～15：00）
宮崎 or 澤野 or 村田 or 前原

産婦人科
午前

午後

五十嵐 / 鹿沼 / 井上 五十嵐 / 鹿沼 / 岩宗

（手術）（産後フォローアップ外来） （手術） （産後フォローアップ外来） （産後1ヶ月健診）

（肝臓）齋藤
（肝臓/1・3・5週）＊高崎総合

（肝臓）齋藤
（初診）佐野          
          
          

（初診）齋藤
佐野          
          
          

放射線科
（画像診断）

放射線科
（放射線治療）

午前

午後

午前

午後

午前

午後

平戸平戸 ＊佐々木 平戸

平戸平戸 平戸

平戸

平戸

岡内 / 倉林

岡内 / 倉林 / 松田 岡内 / 松田 岡内 / 倉林 / 松田 /＊橋詰 岡内 / 倉林 / 松田 /＊前原

岡内 / 倉林 / 松田 岡内 / 倉林 / 松田

＊岡崎

＊岡崎

（内分泌・DM）永井
（呼吸器）増渕
（初診）＊茂木（登内・＊長井）

（内分泌・DM）永井
（呼吸器）石塚
（初診）増渕
（腎臓）＊高橋
（腎臓/2・4週）＊竹内

神経内科 -

（血液）＊群大 三内
（再診/第3週）飯塚
（禁煙/15：00～16：00）飯塚
（腎臓）＊高橋
（腎臓/2・4週）＊竹内

（内分泌・DM）登内
（呼吸器）増渕
（初診）竹原      
      
      

（内分泌・DM）永井
（呼吸器）竹原
（初診）石塚

五十嵐 / 鹿沼 / 岩宗

＊中村（再診）

井上
（初診）岩本

岩本
（初診）井上

岩本
（初診）井上/佐野（隔週交代）

（産後フォローアップ外来）

鹿沼 / 井上

小林 / 鈴木 小林 / 鈴木 小林 / 鈴木 小林 / 鈴木 小林 / 鈴木

松井 / 矢島
（10:30～1人病棟回診）

佐々木 / 金井 / 齋藤 佐々木 / 金井 / 齋藤

岡内 / 倉林 / 松田

倉林 / 松田
（RI）＊樋口

＊岡野＊穴倉

岡内 / 松田 /＊橋詰
（IVR）＊宮崎

横川 /＊井上

（予約）＊井上

五十嵐 / 岩宗

佐々木 / 金井 / 齋藤 佐々木 / 金井 / 齋藤

（股）小林 / 鈴木隆
（膝）小野
中澤

（膝）小野
（1・3週）中島
（2・4週）原
島田
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病院の理念と基本方針

地域医療連携だより

公立富岡総合病院 患者支援係（がん相談支援センター）
TEL.0274-63-2111　FAX.0274-64-1406
E-mail　msw2005@tomiokahosp.jp

お問い合わせ先

研修等の中止についてお知らせ
コロナウイルス流行拡大防止のため、様々な分野で、イベント
や学会が自粛されております。当院においても、３月に予定して
おりましたナイトスクール、がんサロン他、院内外の研修を中止
するなど、対応をとらせていただきました。
今後につきましては、ホームページや院内掲示にてお知らせ

していく予定ですので、よろしくお願い致します。

面会制限の期間を延長しています
３月末まで予定しておりました面会制限について、４月末まで
延長しております。今後の対応については、ホームページや院内
掲示にてお知らせしていく予定です。ご不便をおかけ致します
が、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い致します。

運営の基本方針
1．一人一人の人権と尊厳を尊重し、質の高い医療提供に努めます。
2．地域医療の中核として、関係機関との連携を図り、地元のニーズに応えます。
3．富岡地域医療企業団として、高い公共性と倫理性に基づいた事業運営に努めます。
4．全職員が、生きがい、やりがいを感じられる職場作りに努めます。
5．企業団として地域医療構想に対応します。 2019.04改

患者の権利
1．診断、治療、予後について、十分な説明のもとで納得のいく医療を受けられます。
2．納得のいく医療を受けるために、主治医以外の医師や医療スタッフの意見
　（院内、院外セカンドオピニオン）を聞くための情報提供を受けられます。
3．検査や治療を始める前に、同意に必要な情報提供を受けられます。
4．十分な説明後、希望しない検査や治療は断ることができます。
5．診療に関する記録は、開示を求めることができます。 2019.04改

セカンドオピニオンは、その方にとって最善と思
われる治療を自らが選択するために、またより納得
した形で医療を受けていただくために、主治医以
外の専門医から情報提供を受けるシステムです。
当院にて、セカンドオピニオンを受けたいご希望

の患者さんがいらっしゃる場合には、下記、患者支
援サービス課までお問合せください。ご相談内容
に応じて、セカンドオピニオン外来の予約をいたし
ます。診察には診療情報提供書のほか、画像診断
資料などをご用意いただいております。費用は１時
間以内、税別10.000円です。（保険適応ではあり
ません）
是非ご活用ください。

セカンドオピニオンを行っています

患者中心の医療理念


