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地域医療の深化などのため、関係機関との情報交換、打ち合わ
せも大切な仕事の1つ

　診療所の先生方、病院勤務の先生方、医療機関の皆
様には平素より大変お世話になりまして、心より感謝
申し上げます。平成 25 年 4 月より副院長に就任いた
しました外科の緑川と申します。
　地域医療の深化、醸成とともに、医療の役割分担を
推進するためには、医療連携の果たす重要性は言うま
でもありません。当院におきましても、より円滑で、
密な地域医療連携を目指すべく、今後とも尽力して参
ります。
　急性期医療の医療連携もさることながら、今後の方
向性としては、在宅医療の推進が挙げられます。かつ
てない高齢化社会を迎え、時代の要請、蓋然的とも言
えるでしょう。私ども、折に触れて、在宅医療、在宅
緩和医療の必要性、重要性について啓蒙してまいりま
したが、一向に、その結果が萌芽する気配が感じられ
ません。
　一方で、顔の見える医療連携の推進を目指すべく、
昨年、医師会を通して医療連携のアンケートを実施い

顔の見える医療連携の推進
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“ すべてのひとを、笑顔にするために ”

ISO　9001 認証取得

たしましたが、“連携できたとしても、在宅医療を行
わない”という開業医の先生が、52.9%いらっしゃい
ました。
　先行き不透明な結果に、実に暗澹たる気持ちに苛ま
れましたが、まだ現実に直面していない医療であろう
ことと、何と言っても足かせは、「24 時間 365 日の対
応」でありましょう。
　在宅医療、在宅緩和医療におきましては、バックアッ
プベッドの存在が必須と言われております。
　当院は、いわき市南部における急性期病院としての
機能と地域における連携の象徴として、より開かれた
病院としても機能して参りたいと考えております。さ
らに、今年 3 月に訪問看護ステーションを立ち上げま
した。そのうえに、在宅医療に熱心に取り組む院長を
はじめ、私も在宅緩和医療を含め力を入れております。
　是非とも、今後、顔の見える医療連携を推進して、
患者、家族の希望、地域医療のニーズに応えて参りた
いと考えております。
　当院医療福祉相談室・地域医療連携室は発足より 5
年を経過し、その取り扱う内容、範囲も拡大し、より
迅速、懇切丁寧な対応を旨とし日々活動しております。
今後とも御支援、御鞭撻をいただきます様、よろしく
お願い申し上げます。



連携だより

研修会に参加したメンバー
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看護部長あいさつ

　震災後のいわき市に避難されている方々は、およそ
2 万 4,000 人と言われています。仮設住宅で生活され
ている高齢者が非常に多いと聞きますが、その高齢者

看護部長

水沼　美津子

子育てしながら
安心して働ける環境の整備

　日時：11 月 15 日（金）18:30 ～
　場所：勿来市民会館
　内容：在宅医療の果たすべき役割
　　　　地域包括支援センターの役割と地域資源
　会費：1,000 円
　詳しくは下記へお問い合わせ下さい。
　■勿来包括支援センター /TEL. 0246−63−2140
　■当院連携室 /TEL. 0246−62−3178

　5 月 29 日（水）、クレハ会館に地域の多職種総勢
79 人が集いました。
　2 部構成で行われ、1 部では「緩和ケア調査アンケー
ト結果について」「がん領域に携わる医療スタッフの
ストレスとその対処」と題して、当院の副院長・緑川
医師の講演がありました。

「第 7回在宅医療・在宅緩和医療合同
研修会および連携のつどい」のお知らせ

「第 6回在宅医療・在宅緩和医療合同
研修会および連携のつどい」の報告

の健康を支える医療機関に医師や看護師が不足してい
る状況です。
　市内の医療機関の看護部長さんと情報交換をしても
医師や看護師不足など、共通する悩みを持っています。
しかし、今後ますます高齢化が進む中、医療や介護が
果たす役割は重要で、そこで働く職員が不足すること
は大問題です。
　そのための労働環境の整備について、看護協会も
ナースセンターの活動や、ワークライフバランスの推
進などに取り組んではいますが、原発の問題もあるせ
いか、相双地区・いわきは看護師不足はなかなか改善
しません。
　当院では、敷地内に職員専用の保育園を建設中であ
り、年内 12 月オープンを予定しています。当初は 24
時間体制ではありませんが、今後、利用状況を見なが
ら検討していくつもりです。
　子育てと仕事を両立している職員が安心して働ける
環境の整備をすることで、仕事への意欲や達成感が得
られればと考えています。

合同研修会および連携のつどい

　2 部では「退院支援・在宅医療に向けて」と題した
事例を居宅支援事業所より提供していただき、グルー
プワーク方式で検討しました。
　顔の見える連携と多職種協働によるチームケアが有
機的に機能する基盤づくりの一歩となりました。



地鎮祭で鍬を入れる窪田幸男院長

　健康管理センター
　健康管理センターは、日帰り人間ドック、生活習慣
病予防健診、一般健診、特殊健診、特定健診、いわき
市の健診などの健康診断をしている部署であり、労働
者健康保持増進サービス機関の登録、労働者のための
THP（トータルヘルスプロモーション）も実施して
います。
　今年度より福島県浜通り地区では初めての AICS

（アミノインデックス）検査も行っています。これは、
胃がん、大腸がん、肺がん、前立腺がん、乳がん、子
宮がんのがんに罹患するリスクを予測する検査です。
是非、疾病の早期発見のために当センターをご利用下
さい。
　■お問い合わせ / 健康管理センター
　■ TEL. 0246−62−3072（直通）　

　短時間通所リハビリテーション
　現在の医療保険では、決められた疾患に対して、決
められた期間のリハビリしか提供できません。そこで
当科では、より多くの希望者にリハビリを提供できる
よう、介護保険による短時間（70 分）の通所リハビ
リテーション事業を開始しました。送迎も実施してお
りますので、興味のある方は当院ホームページをご覧
いただくか、担当まで気軽にお問い合わせ下さい。
　■お問い合わせ / リハビリ科：田子
　■ TEL. 0246−63−2183（直通）

♪ インフォメーション　♪
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　女性医療従事者が働きやすい職場環境を整備す
る事業の一環として、敷地内に職員専用の保育園
を建設しています。
　去る 9 月 26 日には、地鎮祭を執り行い、工事
の安全を祈願しました。尚、保育園は、年内の竣
工を目指しております。

職員専用の保育園
年内オープン予定

トピックス

　復職支援研修のお知らせ
　「働きたいけど少し不安…」と感じている方はいま
せんか？
　当院ではそのような看護師さんを応援する、復職支
援研修を無料で実施していますので、気軽にお問い合
わせ下さい。
　■お問い合わせ / 看護部 : 水沼、渡辺　
　■ TEL. 0246−63−2181

　緩和ケア勉強会のお知らせ
　当院副院長、緑川医師による「緩和ケア勉強会」を
毎月第 4 水曜日に開催しています。どなたでも参加で
きますので気軽にお越し下さい。
　■次回開催予定日時 / 平成 25 年 11 月 27 日（水）
　　　　　　　　　　　17:30 〜 18:00   
　■場所 / 呉羽総合病院　第 1 会議室
　■お問い合わせ / 医療福祉相談室・地域医療連携室
　■ TEL. 0246−62−3178

9月末に地鎮祭を実施



呉羽総合病院の診療体制について

院内のご案内

　緊急手術等で診療時間が変更になることがありますので、あらかじめご了承下さい。
　■詳しくは、TEL. 0246−63−2181 へお問い合わせ下さい。
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　朝夕の冷え込みが厳しくなってまいりまし
た。連携だより“すまいる”秋冬号（第 2 号）
が無事発行でき、ほっとしております。3.11
の震災から 2 年 8 カ月が過ぎようとしており

ますが、いわき市の医療従事者不足は深刻化しております。
　特に医師、看護師、介護士不足は著明であり、地域の支
え合いが不可欠です。皆様としっかり連携するために微力
ながら当院の情報を発信し続けたいと思います。

　来院された方に安心して受診して頂くためのご案内
や困りごと、ご要望等をお受けしております。
　気軽にお声をかけて下さい。

　※医療・介護等でお困りの事がありましたら、お気
軽にご相談ください。電話や FAX・メールでのご相
談も受け付けております。
　■ TEL. 0246−63−2181【代表】内線 168
　■ TEL. 0246−62−3178【直通】　
　■ FAX. 0246−62−2035
　■ E-mail　t-takagi@kureha-hosp.com
　■ http://www.kureha-hosp.com/

総合案内

編集
後記

連携だより

4

月 火 水 木 金 土

高木　範男 高木　範男

現在休診中
（2014年1月再開）

高木　範男

耳
鼻
咽
喉
科

午
前

高木　範男
10:30受付終了

高木　範男
11:30受付終了

東京女子医大Dr.
12:00受付終了

高木　範男
11:30受付終了

高木　範男
11:30受付終了

高木　範男
11:00受付終了

午
後

眼
科

午
前

9:30診療開始
獨協医大Dr.

9：30診療開始
獨協医大Dr.

9：30診療開始
獨協医大Dr.

午
後

獨協医大Dr.
15:00受付終了

獨協医大Dr.
15:00受付終了

獨協医大Dr.
15:00受付終了

外
科

午
前 緑川 　靖彦 緑川 　靖彦

緑川　靖彦
福島医大Dr.

緑川 　靖彦
緑川　靖彦

月1回

野水　整（乳腺専門外来）※

赤津晋太郎（消化器）
齊藤　　勝（消化器）

窪田　幸男（消化器）
鈴木幹二郎（循環器）
渡辺　力夫（糖尿病）

今野　保敏（消化器）
渡辺　力夫（糖尿病）

緑川 　靖彦

午
後 渡辺  力夫（糖尿病） 今野  保敏（消化器） 窪田  幸男（消化器）

鈴木幹二郎（循環器）
齊藤　勝（消化器）

赤津晋太郎（消化器）

整
形

外
科

小野寺　剛
11:00受付終了

林　幹彦
10:00受付終了

林　幹彦
11:00受付終了

小野寺　剛
11:00受付終了

内
科

午
前

赤津晋太郎（消化器）
松崎  明廣（循環器）

 窪田　幸男（消化器）
 鈴木幹二郎（循環器）
 齊藤　勝　（消化器）

窪田　幸男（消化器）
今野　保敏（消化器）
渡辺　力夫（糖尿病）

小野寺　剛
10:00受付終了　※

林　幹彦
11:00受付終了

午
前

午
後

皮
膚
科

午
前

受け付け時間 / 午前 8:45 〜 12:00　午後 2:00 〜 4:00
※第 2 土曜日、日、祝日、12/30 〜 1/3、8/14 〜 8/16、10/1 は休診外来診療当番表（平成 25 年 11 月より）

※野水 Dr. の診療日は、お電話等にてご確認下さい。
※整形外来…金曜日は手術のため新患受け付けはできません。

　今年の 7 月より医療福祉相談室・地域医
療連携室に配属になりました小野拓樹と申
します。
　まだまだ未熟者ですが、経験を積み、多

くを学ぶことで立派なソーシャルワーカーを目指していき
たいと思っております。何卒よろしくお願い致します。

 新任者自己紹介（MSW）

医療福祉相談室・地域医療連携室
小野　拓樹


