金沢市立

地域連携病院を目指して

–新室長就任挨拶–

本年 4 月より地域連携室長に就任しました。よろしくお願いいたします。
当院は、平成 17 年 6 月に登録医制度を開始いたしまして、現在 141 名
の先生に登録医になっていただいております。また、平成 18 年 9 月より開
放病床を開始（１０床）し、その後、開放病床の紹介患者さんの増加により、
地域連携室長
平成 19 年 2 月には２０床、平成２１年 2 月には 25 床にまで増床させて
高桑 浩
いただきました。改めて感謝を申し上げます。
今年度は地域医療支援病院の承認を目指し、以下４つの活動を重点的に行っていきます。
１． これまで以上に逆紹介を進めます。その一環として、5 月には当院待合いロビーに「登
録医検索システム」
（タッチパネル式）を設置し、患者さんが逆紹介を利用しやすい環境
を整備します。
２． 今年夏に、電子カルテの導入が予定されており、これに併せて病診連携がより密に行え
る地域連携システムの構築を目指します。画像診断等の医療機器のご利用の際の報告書
につきましても、画像取り込みなどを行い、分かりやすく改善します。
３． 開放病床につきましては、昨年の登録医総会におきまして、現在開放病床ご利用の先生
方に貴重なご意見をいただきました。これらのご意見を参考にいたしまして、より開放
病床を使いやすい環境とシステムを整えます。
４． 4 月より退院支援担当看護師長が地域連携室配属となりました。新たな地域連携クリニ
カルパスを利用した地域連携と退院患者支援システムを構築します。
これまで以上に、患者さんが中心の医療連携、診療を続けていきたいと考えていますので、今後
とも忌憚のない御意見を賜りますようお願い申し上げます。

市立病院の１９年間を振り返って

–前室長退任挨拶–

金沢大学恒常性制御学 金子周一 教授にご推薦いただき、平成２１年４月
１日より市立敦賀病院に病院長として赴任いたしました。
金沢市立病院には平成２年４月より１９年間勤務させていただきました。
消化器科の仕事だけではなく、金沢市医師会のがん検診にレフェリーとして
参加したり、地域連携室長として登録医の先生方とも関わらせていただき、

市立敦賀病院長

米島 學

感謝しております。
もとより浅学非才の身ではありますが、金沢市立病院で培った経験を基に、今まで実践してき
ました地域医療をさらに発展させ、福井県嶺南地域の患者様のために全力を尽くす覚悟でおりま
す。
金沢市立病院の益々の発展と金沢市の地域医療のさらなる充実を願っております。
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Kanazawa Chest Club 発足のお知らせ
当院の呼吸器内科は，平成２０年４月から常勤医師４名（中積、安井、野村、
市川）となり、さらに細径胸腔ビデオスコ−プや仮想気管支鏡ソフトウェアなど
新規医療機器も導入し、これまで以上に充実した呼吸器内科診療が行なえる体
制となりました。しかし、同時に外来および入院患者数も増加し、相変わらず
外来待ち時間が長く、きめ細やかな診療を十分行うことが難しい状況です。も
し、呼吸器疾患の診断や治療法について当科と開業医の方々の間で統一し、密

呼吸器内科 医長

接な病診連携体制を構築した後、外来診療を開業医の皆様方にお願いすること

安井 正英

ができるようになれば、患者さんにとって大変メリットがあると考えます。
そこで、慢性の呼吸器疾患を有する患者さんに対して、地域が一体となって急性期から慢性期
まで一環した診療を行うことを目的として、病診連携の観点から検討する会（Kanazawa Chest
Club : KCC）を平成２１年度より発足することになりました。
本会の内容としては、呼吸器疾患の中で外来診療の頻度の高い疾患ごとに、検査、治療など一
貫した診療を行うための具体的内容について相談しながら共通のパスや患者さん用パンフレット
などを作成することを考えております。例えば、気管支喘息では、増悪あるいは安定した場合の
治療のステップアップあるいはダウンの具体的な方法、喘息発作時の処置、ご紹介いただくタイ
ミングなどの統一化を考えています。また、患者さんに携帯していただく管理手帳や簡便な定型
紹介状を作成することで、紹介時の情報のやりとりが適確かつ省力化もはかれると思います。さ
らに、在宅酸素療法導入患者さん、ADL の低下した肺癌や嚥下性肺炎などを有する患者さんおよ
びご家族にとって、かかりつけ医の方に在宅往診いただくことは大変心強いものだと考えます。
在宅治療については、私どもの知識・経験が乏しく、開業医の皆様方のご指導をいただきながら、
在宅医療パスを作りあげていきたいと考えております。
現在以下のような案がでておりますが、テ−マや内容については開業医の皆様のご要望を最優先
に選定させていただきます。ぜひ、多くの開業医の方々にご参加いただき、KCC の輪が大きく育
っていくことを願っています。ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
その他、各種血液検査、CT、MRI などの画像検査、脳波などの生理検査など、精密検査につき
ましても協力いたしますので、地域連携室を利用しご連絡いただければ、予約し迅速に対応いた
します。まだまだ、不十分なところも多く、改善しながら体制を整えていきたいと思いますので、
ご意見があれば遠慮なくご連絡ください。

＜テーマ案＞
■気管支喘息
パート１ 治療のステップアップ または ダウン、吸入薬の選択、発作時の対処法、
紹介のタイミング、定型紹介状
パート２ 各種吸入薬の吸入方法（吸入手技のチェック法）
■遷延性および慢性咳嗽
パート１ 診療所における診断法（問診チェック表，検査項目）および診断的治療法
パート２ 咳嗽に関連した胸部 X 線のチェックポイント
■COPD
■在宅酸素療法
■nasal CPAP
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退院支援担当者に挑戦
近年の入院患者さん 6～7 割が７５歳以上の高齢者で占められています。老
老介護・独居の方が非常に多くみられ、退院に対して不安を抱えているのが現
実です。経営改善５年計画の３年目をむかえた当院では、病床稼働率 96%を記
録するなど、これまでにない位に目まぐるしい転室・転棟を繰り返しています。
そんな中、継続的な医療を提供するために、亜急性病床の開設と退院支援専任 退院支援担当 看護師
者が配置され、私が担当者になりました。わからないままに、病院長回診に同
今井 明美
行、ベットコントロールを行うなど悪戦苦闘している毎日です。
平成１８年の第５次医療法改正では大きな柱の１つとして、医療計画制度を見直し医療機能の
分化・連携を推進し、切れ目のない医療を提供することが謳われており、早期に在宅生活へ復帰
できる医療環境の充実が重要とされています。私の役割は、入院が長期化する可能性のある患者
さんに対し、早期から介入し、院内外を問わずさまざまな職種と連携し、患者さんや家族が安心
して退院することができるように、きめ細やかな退院支援を提供したいと思っています。病院全
体として質のよいサービスが提供できるようにしていきたいと思います。

院内イベント情報
イベントスケジュール
ぱぱままきっずくらぶ
「飲む前にちょっと気になるお
薬の話」
ぱぱままきっずくらぶ
「赤ちゃんのお風呂」

★コーヒーブレイク

５月１６日（土）
10:00～
５月１６日（土）
10:４５～

対象者

：これから子育てを考えている方、妊娠中
の方、生後１年までのお子様をお持ちの
方。
事前申込：必要
※参加希望・詳細は事務局まで（TEL 245-2600）

～ちょっとおいしい話 No 1～

当院の正面玄関右手、地域連携室右横に開店中のレストラン 『マリネ』
ここのサンドイッチは必見、ではなく必食！

たかがサンドイッチ、されどサンドイッチ。

中身の具もさることながら、なんと言ってもパンが美味しい。素材に厳しい強面のマスター
が吟味したパン、間違いなし。柔らかく、そしてもちもちとした食感と、小麦粉のうま味が
絶妙。具は薄焼き卵、トマト、胡瓜といたってシンプル。しかし、卵の焼き加減、トマトの
甘み、胡瓜のシャキシャキ感、どれをとっても抜かりなし。
興味を持った方は一度ご賞味あれ。味にうるさい私が言うのだから、間違いなし？
し数に限りがあるので、ご注文はお早めに。
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（放射線室：安土 佳宏）
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お知らせ
新任医師のご紹介
平成２１年４月１日より、消化器内科１名、外科１名、整形外科１名の医師が着任しました。
これら３名を含め、２１年度は医師３５名体制で診療に当たります。よろしくお願いいたします。

[専門分野]

消化器内科

方堂 祐治
ﾎｳﾄﾞｳﾞ ﾕｳｼﾞ

金沢市立病院に赴任して約１ヶ月が経
ち、徐々に仕事にも慣れてきました。こ
れから、辻先生や田中先生と協力して、
内視鏡検査、治療をより充実させていき
たいと思います．よろしくお願いいたし
ます。

[専門分野]

整形外科

相場
ｱｲﾊﾞ

[専門分野]

消化器内視鏡

一般外科

[趣味・特技] スキューバダイビング
カメラ、食べ歩き
[私の自慢]
たいがいポジティブ

外

新田
ﾆｯﾀ

科

佳苗

まだまだ外科医としは未熟ですが、がん
ばりますのでよろしくお願いします。

ｶﾅｴ

スポーツ整形外科

[趣味・特技] クロスカントリースキー
学生時代は競技でやっ
ていました。社会人に
なってからも続けてい
ます。

〔編集後記〕
今年度も、医師、看護師、検査技師、薬剤師、
事務員など、多くの新しい職員を迎え新年度がス
タートしました。
フレッシュなメンバーに負けないよう、私たち
スクラム編集メンバーも気持ちも新たに、がんぱ
ります。新しい企画も色々と考えておりますの
で、ご期待ください。
（看護部：西村 佳子）

知宏
ﾄﾓﾋﾛ

整形外科医として 9 年目になります。整形外科を訪れ
る患者さんは同じ疾患であっても、それぞれの背景が違
い、治療法も若干異なってくるので、それぞれに最もよ
いと思う治療ができるように頑張ります。
外傷・一般整形から専門のスポーツ整形外科まで、幅
広くやっていきたいと思います。スポーツ整形外科は競
技選手だけではなく、運動を行うすべての人を対象にし
ていますので、困ったことがあれば、気軽に相談してい
ただければと思います。

開放病床増床のご案内
当院の開放病床は、亜急性期病床の開設に伴い、
平成２１年２月１日から、対象病棟の一部変更と、
病床数を２０床から２５床に増床いたしました。今
後とも、ご利用の程よろしくお願いいたします。

金沢市立病院 地域連携室
TEL:245-2626
FAX:245-2693
お問い合わせ・ご予約などお気軽にご連絡ください。
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/36001/byouin/index.jsp
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平成 21 年度 地域連携室メンバーです。
よろしくお願いします。
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