
 

 

 

 

 

 

接遇標語コンテストを行いました 

患者さんとご家族に安心・信頼・満足をお届けするために、日頃より接遇の基本

である 「言葉」 「表情」 「態度」 「身だしなみ」 を職員全体が身に着け、対応す

ることを心がけています。接遇に対する意識を高めるための活動の一つとして、全職

員から接遇に関する標語を募集しました。97 の標語を審査し、以下が優秀作品と

して選ばれました。 

 

ほっとする あなたの言葉とその笑顔 

患者サポートセンター 丸山 恵理 

思いやり 君まで届けば金メダル 

薬剤部 夏目 義昭 

 

接遇は マスクの下の 笑顔から 

看護部 今井 祐子 

心くばりで 相手も自分もハッピーに！ 

臨床検査科 斉藤 優 

あいさつは あなたの心の 身だしなみ 

総務課 長谷川 敦志 

あいさつは マスクの中までニッコリと 

看護部 中野 節子 
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燕労災病院の理念 

◎地域の人々のために最善の医療

を提供し、地域から信頼される病院

を目指します。 

 

 

病院の基本方針 

◎地域の人々の健康を守り、福祉

に寄与します。 

 

◎安全で質の高い医療の提供を目

指します。 

 

◎医療に関する教育・研修を支援し

ます。 

 

◎県央基幹病院への円滑な移行に

向けた準備を進めます。 

 

最優秀賞 

優秀賞 

No.108 

私たちは、地域から信頼される病院を目指します。 



 

当院における地域医療部の取り組みとこれからの展望 

 

 放射線科部長  高野 徹 

地域医療部に配属されて 3 年になります。地域連携についての知識も業務も何も知らずに手探りでのスタートでした。こ

れまで取り組んできたことや今取り組んでいること、これからの展望含め取り組んでいきたいことをご紹介します。 

 地域医療部とは、一言でいうと円滑な医療を行うために当院と近隣病院、医院やクリニックの橋渡しのような業務を行う

部署と考えています。具体的には主に医院やクリニックからの紹介患者様の予約、他院や老健施設や介護施設への紹介、

転院を行っています。 

地域医療部にきて始めた最初の取り組みは、当院への紹介をより紹介しやすくし、紹介患者を増やすために近隣の医

院、クリニックに訪問して実際に先生方の当院への要望、不満、問題点を直接聞きに行くことでした。当初は、紹介患者

様を増やして赤字に悩む当院の経営状態を少しでも良くしようと考

えていましたが、先生方からの声を聞くことで、当院の診療の状況、

問題点がわかってきました。その中で特に大きな問題として考えられ

たのが、当日の当院への紹介です。現状では担当医に直接電話し

て相談して対応できるかどうか確認してから受け入れるかどうか決め

ています。当院の医師不足、スタッフ不足もあり、そうせざるを得ない

状況にあり、対応できなくてお断りするケースもあります。これに関し

ては、来年度医師の増員が決まっており、改善できると思っています。増員に伴い、患者様紹介のシステムも変更が必要

となるところもあります。とくに当日の紹介についてはできるだけスムーズに受診できるようなシステムを各部署と連携しながら

考えていこうと思います。 

県央地域ではご高齢の患者様の割合が多く、入院するとなかなか退院できない患者様も多く見受けられます。入院する

きっかけとなった病気は治っても生活が自立できない患者様や長期間治療を継続しなければならない患者様もいます。また、

治療が終わってリハビリが必要な患者様もいます。当院は緊急に治療が必要な患者様や手術が必要な患者様を受け入れ

なければいけないので、空床の確保が必要です。この場合、近隣病院への転院をお願いすることがあります。より円滑に転

院を進めるために、転院先となる病院の訪問をして情報交換をし

ています。 

 近年のコロナ禍をふまえ、zoom を使用した医院、クリニックとの

面談をはじめました。地域医療部スタッフだけでなく、当院の外科、

内科医師も同席したうえで行っています。当院と医院、クリニック

の先生方と直接の情報交換や意見交換をし、より円滑な患者

様の紹介につながると考えています。 
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最近の取り組みとしては、9 月からつばめろうさいセミナーを開催し、当院スタッフ、近隣医療施設を対象にとして、当院医

師による講義をはじめました。医療スタッフの知識と意識の向上、近隣医療機関との連携交流を深めるきっかけになることを

期待しています。   

ここ県央地区でもコロナ禍の影響で病床が逼迫することもしばしばあります。このため各病院が力を合わせて診療しなけ

ればなりません。協力するには情報の共有が必須です。最近になり各病院の空床状況をわかる範囲で共有しようと試みて

います。コロナ禍の中で必要な診療を滞ることないように、地域医療部としてできるところから取り組んでいこうと考えています。 

県央基幹病院では「断らない救急」を目標にしています。実現するには労災病院の段階でできるだけ近づかなければい

けません。救急患者と当日紹介患者に対応できるように少しずつ変わらなければいけないと思っています。この目標を実現

するには、近隣の医院、クリニック、近隣病院との連携、また医師と医療スタッフとの連携が必要であり、連携を深めるために

地域医療部が重要な部署となると考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おしらせ 
新型コロナウイルス感染症対策のため、 

院内でのイベント開催の予定はございません。 

○新型コロナウイルス感染症に伴う、重要なお知らせ 

・ご来院の際は、正面玄関での検温にご協力お願いいたします。 

・病院内での面会については禁止とします。 

・荷物の受け取りは平日週１回とし、ナースステーションにてお預かりします。 

・ご来院はお一人でお願いします。 

患者さんを感染から守るため、ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。 

〇当院では「人間ドック健診」「乳がんマンモグラフィ検診」を実施しております。 

 健診についてのお問い合わせは、医事課健診係まで ℡：０２５６－６４－５１１１(代表) 

ⓘ 
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○つばめろうさいセミナー ≪開催予定≫ 

 
担当科

9月1日 ㈬ 整形外科

10月6日 ㈬ 消化器外科

10月28日 ㈭ 循環器内科

11月24日 ㈬ 消化器内科

12月22日 ㈬ 腎臓内科

1月26日 ㈬ 呼吸器内科

2月16日 ㈬ 神経内科

3月16日 ㈬ 脳神経外科

日程
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月 火 水 木 金

1診 諏訪 陽子（呼吸器） 丸山 佳重（呼吸器） 田中 知宏（呼吸器） 諏訪 陽子（呼吸器） 丸山 佳重（呼吸器）

2診 兼藤 努（消化器） - 小田 知友美（消化器） 兼藤 努（消化器） 小田 知友美（消化器）

3診 樋口 渉（血液・隔週） 布施 香子 （血液） - 樋口 渉(血液) -

4診 - 伊藤 友美（腎･透析） 森岡 良夫（腎･透析） - 森岡 良夫（腎･透析）

5診 山田 万祐子（内分泌） 山田 万祐子（内分泌） - - 山田 万祐子（内分泌）

新患
小泉 健（隔週）／
樋口 渉（隔週）

菅野 直人 丸山 佳重/諏訪 陽子 山岸 郁美 田中 健太郎

睡眠時無呼吸

外来
- - - -

丸山 佳重（呼吸器）
（13:30～）

1診 宮北　靖 渡辺　智 宮北　靖 中村　彰 中村　彰

2診

新患

1診 中塚 英樹 二瓶 幸栄 中塚 英樹 二瓶 幸栄 二瓶 幸栄

2診 齋藤　敬太 中塚 英樹 沢津橋 孝拓 齋藤　敬太 沢津橋 孝拓

新患
中塚 英樹
齋藤　敬太

二瓶 幸栄
中塚 英樹

中塚 英樹
二瓶 幸栄
齋藤　敬太

二瓶 幸栄

午後外来

(14:00～15:00)
- - （交代制） - -

ストーマ外来 - - - -
第2･.4週

（8:30～12:15予約のみ）

1診
伊藤　雅之

（外傷再建外科）

谷藤 理(1.2.4.5週)
依田 拓也(2週)*
鈴木 勇人(3週)

- 杉田 大輔 樋口 賢太郎

2診 - 堀米 洋二 -

新患
杉田 大輔/木村 圭志

（診察10:00～） 杉田 大輔 樋口 賢太郎

骨粗鬆症外来 - - 遠藤 直人 - -

1診 小池 俊朗 小池 俊朗
高橋 陽彦
（9:30～）

小池 俊朗
(第1.3.5週)

吉田 誠一

新患 小池 俊朗 小池 俊朗
高橋 陽彦
（9:30～）

小池 俊朗
(第1.3.5週)

吉田 誠一

1診 佐藤　朋江 眞島 卓弥 秋山 夏葵 田中 惠子 中島 章博

2診(予約新患) 秋山 夏葵 小出 眞悟 眞島 卓弥 佐藤 朋江 -

- 大学医師(午後) - - 横山 令(午前)

- -
安藤 徹（第2.4週）

（14:00～）
金井 利雄

（予約のみ）
-

1診 太田 亜紀子（午前） 飯川 龍 志村 恵理子（午前） 吉田 博光（午前） 園田 日出男（午前）

2診 佐々木 藍季子（午前）

黒田 直之
（13:30～15:30）

- - -
大学医師
（午前）

- 真柄 彰 - - -

診断室 高野 徹 淡路 正則（午後） 高野 徹 高野 徹 高野 徹

リニアック - 太田 篤 笹本 龍太 - -

清水 勇希
（13:30～予約のみ）

- - - -

- -
樋口 渉

（一般ドック）
樋口 渉

（一般ドック）
小池 俊朗
（脳ドック）

【受診に際しては、以下にご注意ください】　（受付時間　８：３０～１１：００）

○ 内科：糖尿病・内分泌外来、血液内科外来は、予約患者様のみとなっております。急患の場合はご相談ください。

○ 神経内科・皮膚科・骨粗鬆症外来：予約患者様のみとなっております。 急患の場合はご相談ください。

○ 整形外科：予約患者様、紹介患者様のみ（月曜日の受付は10:00まで）となっております。

○ 泌尿器科：水曜日（第2･4週、午後診察）の受付は、15:00までとさせていただきます｡

○ 眼科：予約患者様、紹介患者様のみ（受付は10:30まで）となっております。

放射線科

心臓血管外科

人間ドック

脳神経外科

皮膚科

泌尿器科

耳鼻咽喉科

リハビリテーション科

眼   科

渡辺 智 -

外 　　科
消化器外科
乳腺外科

木村 圭志 -
整形外科

燕労災病院  外来診療科別担当医師表
令和３年１０月１日現在

診  療  科

内  科

神経内科

循環器内科
- 宮北　靖 中村　彰

※休診や担当医師等変更の場合もあります

ので､受診の際は予めご確認下さい｡

電話番号：０２５６－６４－５１１１


