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地域医療推進委員会
委員長
地域医療連携室が独立した組織として活動をはじ
め早 7 年目になります。

加藤 良成

紹介コーナー」を設置し、市医師会を中心に希望さ
れた医療機関のパンフレットを置きましたところ、月

その行動目標は

に 1000 枚以上も患者様が持って帰られ、問い合わせ

（１）地域医療予約患者の最優先診療

も増えております。患者様の背景を考慮し、十分な説

（２）迅速かつ確実な報告書の送付

明をして患者様の理解を得ながら逆紹介を引き続き

（３）逆紹介を積極的に

推進していきたいと思います。

であり、本委員会に外部委員として、医師会を代

本年度に新設された形成外科は、皆様のお蔭で順

表して加わっていただいた先生方のご意見も参考

調に症例数を伸ばしております。来年度は、放射線治

にさせていただきながら、スタッフを充実し、地域医

療機器の更新が予定され、放射線治療医の増員に伴

療連携室の活動を改善してまいりました。

い IMRT（強度変調放射線治療）等の高度な放射線

お蔭様で、紹介率は年々増加の傾向にあり、現在

治療を開始する予定です。内科医の増員も予定され、

の状況では来年度に紹介率 30％を達成できると考

更なる内科医療の充実が行われます。このような状

えております。逆紹介に関しましては、前回の地域医

況のもと、専門的医療や、急性期医療、基盤的医療に

療推進委員会でご報告いたしましたように、紹介患

おいて、信頼して患者様を紹介していただける地域

者で完治または紹介元に戻っておられる割合は 9 割
以上でありました。医療連携を進め紹介率、逆紹介

の中核病院としてその役割を一層果たしていきたい
と思います。

率が上がることは、医療機関がそれぞれの役割を分
担し、効率よくよりよい医療を提供していくために必
要な方向であることは間違いありません。また、逆紹
介をさらに推進していくために、病院 1 階に「開業医

歓の医療
多くの患者さんに健康を取り戻す歓びをもたらせるよう努力します。
患者さんの歓びが自らの歓びになるような職業人を目指します。

和の医療
複雑、高度化した医療では、個人、職場、院外医療施設の和が大切で
す。各〄の立場で職務を果たすとともに、チーム医療を目指します。

技の医療
“仁術”だけでは病気は治せません。医療･看護技術の研鑽に努め、より
高水準の医療を目指します。

・患者さんの立場で考え、互いに歓びあ
える医療をめざします。
・病病・病診連携を密にし、急性期医療
をめざします。
・癌死亡率を減少させるため、早期発見
の充実をめざします。
（平成 16 年 12 月改定）

日本看護協会認定
緩和ケア認定看護師

島

美由紀

2008 年 4 月、市立貝塚病院に緩和ケアチームが始動して、この 12 月で 2 年と 9 カ月が経過いたし
ました。これまで 112 名（9 月 17 日現在）の患者様を緩和ケアチームで検討してまいりました。まだ
まだ身体的な苦痛に対しての検討が中心ですが、徐〄に精神的な苦痛、社会的な苦痛、スピリチュア
ルな苦痛に対しての相談・依頼も増えてきています。しかし、常勤精神科医がいないため十分な対応
ができているとは言い難い現状です。

【図Ａ】

身体的苦痛

2010 年 4 月より緩和医療推進委員会のメ

痛み 他の身体症状
日常生活動作の支障

ンバーを一新し、西敏夫診療局長を委員長と
して迎え、より一層、院内の緩和ケアの発展
に向けて取り組んでいるところです。
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トータルペイン

緩和ケアチームでは週一回のケースカン
ファレンスを続けてきましたが、本年 4 月に
緩和ケアの経験がある松井薫特任副院長の

仕事上の問題
経済上の問題
家庭内の問題
など

スピリチュアルペイン
人生の意味 罪の意識 苦しみの意味
死の恐怖 価値観の変化
死生観に対する悩み など

着任をうけ、これまで実施できていなかった
チームによる緩和ケアラウンドも月２回行うようになりました。直接主治医や病棟スタッフへの助言
を行うほか、依頼があれば患者様のベッドサイドへも足
を運んでおります。
さらに、緩和ケアの意識統一に向けて、『緩和ケアマ
ニュアル第一版』を作成して、各病棟や関係部署へ配布
するとともに、いつでも誰もが読むことができるように
院内オーダリング端末にも掲載しました。
まだまだ院内での認知度も低く未熟な緩和ケアチー
ムではありますが、これからも患者様やそのご家族のた
めにチーム全体で取り組んでいきたいと思っておりま
すので、ご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願いいたします。

整形外科副医長

はまわき

まこと

濵脇

誠

近畿大学医学部を平成 17 年卒業後、大

市立貝塚病院は地域密着型の病院とい

阪厚生年金病院、大阪市立大学医学部附

う印象を持っています。実際、働いてみ

属病院で研修し、関西労災病院、JR 大阪

て印象通りでした。ひとりひとりの患者

鉄道病院、大阪府立母子保健総合医療セ

さんの声に耳を傾け、今まで培った知識

ンター、大阪大学医学部附属病院を経て

と優しさ、真心をもって接していきます

平成 22 年 10 月より市立貝塚病院勤務と

ので、よろしくお願い申し上げます。

なりました。

目標は
『笑顔あふれる保育環境』

当病院では、職員の方〄が安心して子育てと仕事が両立出
来る環境を作ることを目的に、昭和 51 年から市立貝塚病院院
内保育所を設置していましたが、保育内容も新に院内保育園
(愛称 ちびっこ）として 7 月から生まれ変わりました。

～保育園の一日～
07：30 随時登園
08：30 視診・検温
10：00 あそび
活動(戸外遊び・製作等)
11：30 昼食
13：00 午睡
15：00 おやつ
16：00 あそび・リトミック
活動（製作・おゆうぎ等）
18：00 随時降園
～

～年間行事予定～
【対象年齢】
【開園時間】
【休 園 日】

生後 57 日目～未就学児

7:30～19:00（～20:00）

土曜日、日曜日、祝日
年末年始（12/30～1/4）
【24 時間保育】 火・金
【一時預かり】
可

と

き

ところ

04 月
05 月
06 月
07 月
08 月
09 月

お花見
母の日製作・こどもの日
父の日製作
七夕集会
夏祭り・プール遊び
敬老の日製作

平成 23 年 1 月 29 日(土)
午後 1 時 30 分～3 時

講

市立貝塚病院 7 階講義室

参加費

師

当院外科部長

10 月
11 月
12 月
01 月
02 月
03 月

中 野

無料(定員 80 名)

遠足
作品展示会
クリスマス会
新年会
まめまき
ひなまつり

博 史

当院は、泉州地域の中核病院として、地域医療機関との間で機能の分担と連携を図りながら、地域住民の方〄
に適切な医療を提供できるよう日〄努めています。
地域のかかりつけの先生が、病院での診察・検査が必要であると判断された場合、その先生から当院の地域
医療連携室に予約を入れることができます。
患者様は予約当日、
診療情報提供書
（紹介状）
をもって来院されると初回のみ優先的に受診し
ていただけます。その後も、地域で安心して療
養や健康管理をしていただけるよう、地域の先
生との連携を図っていきます。
現在、右図のポスターを外来の各診療科に掲
示し啓発に努めています。
また、逆紹介の促進を図るために、患者様に
自由に閲覧して頂ける地域の医療施設ご紹介用
のパンフレットを開業医紹介コーナー(1 階会
計カウンター横)に展示しております。
現在、パンフレット配置を希望された医療機関 45 件（市内 44 件、市外 1 件）を展示しています。パンフレ
ット配置を希望される市内・市外の医療機関は、地域医療連携室(☎ 072-438-5522)までお問い合わせください。
今後とも病診連携の推進に鋭意努めてまいりますので、ご指導ご協力をお願い致します。

地域医療連携室報告（紹介患者数報告）
ご紹介ありがとうございました!
平成 22 年 09 月 506 人ご利用いただきました。
平成 22 年 10 月 540 人ご利用いただきました。
平成 20 年度
平成 21 年度
平成 22 年度

月平均 442 人
月〃金 472 人
月〃金 522 人（4 月～10 月）

※ 上記報告は当院にご紹介いただいた件数です。
ご紹介いただきました患者様の件などで、お気
づきの事がございましたらご指導ください。
今後とも地域連携の推進にご協力よろしくお願
いいたします。
※ お問合せ 地域医療連携室
☎ 072-438-5522

《年末・年始業務時間のお知らせ》
地域医療連携室での予約受付業務は
年末 12 月 29 日(水）午前 9 時～午後 5 時まで
年始 01 月 05 日(水）午前 9 時～午後 7 時まで

※ 12 月 30 日(木）から 1 月 4 日（火）まで
休ませていただきます。

